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令和５年（ 2023 年）1 月号

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

　

※�採用のご連絡は＠ashiyacity_official のアカウントから
�ダイレクトメッセージをお送りします。

※�投稿作品はご本人が撮影し、被写体（人物など）に掲載
の許可が得られたものに限ります。

芦屋市の推計人口と面積＜令和４年12月１日現在＞　■総数　93,858人　男41,957人／女�51,901人／世帯数43,051　■面積　18.57㎢
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 OF THIS MONTH

今月のおすすめ
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■「広報あしや」配布の問い合わせ　芦屋市シルバー人材センター（フリーダイヤル�☎0120-408-812）
　※広報あしやは、集会所等市内公共施設でも配架しています。
■『声の広報』『点字広報』の郵送をご希望される人は、障がい福祉課（☎38-2043）へ

英語・韓国語・中国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・
ベトナム語で広報あしやを読むならカタログポケットで！
English,�Korean,�Chinese,�Thai,�Portuguese,�Spanish,� Indonesian�and�Vietnamese�
versions�are�on�Catalog�Pocket!
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呼吸器講演会
COPDの予防と健康回復・
保持増進（講話・体操）午
後３時～・30人唖＆葵保健
センター☎31-1586
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ひみつきち「笑いヨガ」
午後４時～６時・高浜町
ライフサポートステーショ
ン・20人葵地域福祉課☎
38-2040

公式ワナゲ市民大会
（１日～２月28日）市内で実

施された大会・上位スコア
10人を表彰葵スポーツ
推進 課 ☎ 22-7910

26 27 28 29
みんなの映像編集室
動画撮影・編集の相談〈要
予約〉午前10 時～・１時間
1,000円～唖リードあしや
☎26-6452

上級救命講習
中学生以上の市在住・在
勤・在学・20人・午前９時～
午後５時30分逢＆葵消防
本部☎32-2345

yu_ri8537 さん
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今冬の節電にご協力を
地球にもお財布にも優し
い 生活 スタイル はじ め
ませんか葵環境課☎38-
2051

書き損じはがきで、世
界に学びのチャンスを
市内33カ所に投函箱を
設置しています葵芦屋ユ
ネスコ協会☎38-2091

卓球ひろば 午後４時
１５分～５時・小学生16人・
当日５分前から会場で受
付唖＆葵児童センター 
☎22-9229

芦屋市消防出初め式
午前10時～・市立精道小学
校グラウンド葵消防本部
総務課☎32-2345

ワンコインサロン②マク
ラメ編み・午 前10時30分 ～・
保健福祉センター・60歳以上・
15人・100円（材料費別）逢&葵
社会福祉協議会☎32-7525

ワンコインサロン①ナン
プレ・午 前10時30分 ～・保健
福祉センター・60歳以上・15人・
100円（材料費別）逢&葵社
会福祉協議会 ☎32-7525

一時保育つき大人の
読書タイム（17日）午前10
時～11時30分・子育て中の
親子逢７日まで唖&葵男女
共同参画センター☎38-2023

バルーンワークショップ
プロが丁寧に指導します・
午 前10時30分 ～小学生以
上・15人唖＆葵体育館・青
少年センター☎31-8228

冬の星空観察会
月や星 座 等 の 観 察 や 星
の話・午後６時30分・市民
センター・50 人逢＆葵環
境課☎38-2051

文化財防火デー
火災や自然災害から文化
財を守るために啓発活動
を行う日葵消防本部予防
課☎32-2345

メンズヨガレッスン
男性専用のヨガレッス
ン・午前10 時～・500円
唖＆葵体育館・青少年セ
ンター☎31-8228

窓口休日開庁日（29日）
午前９時～午後１時・マイナ
ンバーカードの申請、受け
取り・市役所北館１階8番
窓口葵市民課☎38-2070

こどもの本の研究会
午前10時30分～正午・え
ほんの読み聞かせの実技・
批評・成人のみ20人葵図
書館☎31-2301

24/
身につけよう！正しい広
告のミカタ(30日)午前10時
～ 11時30分・市民センター・
40人（オンライン20人）葵地
域経済振興課☎38-2179

芦屋 市
イベ ント 
カレン ダー

１ 2023

本年も広報あしやを
よろしくお願いします

こどもおはなしの会 
（14日・21日・28日）昔 話・

創作物語などのおはなし、
絵本の読み聞かせ葵図書
館☎ 31-2301

子どもの居場所「こ 
こぷれ」( 24日) 節分の 
鬼のお面作り・午後２時30
分～・５人・500円唖&葵
リードあしや☎26-6452

子どもの居場所「ここ
ぷれ」コマ回しの先生と
のレッスン・午後２時30分
～・５人・500円唖&葵リー
ドあしや☎26-6452

園芸講座「枝物で作る
アレンジ」午前10時30分
～正午・15人・2,500円逢12
日午後５時まで葵総合公
園☎38-2103

新 型コロナウイルス感染症の 影響 により開催 を中止・延 期する 場合は 、
速 やかに 市ホームページ 等 で お 知らせ し ます。

あしや温泉営業中
（５日～）午後２時～11時
（入館は午後10時30分ま

で）・大人380円/中人130円
/小人60円

明 けま して
お め で とう
ござ い ます
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I n s t agr amであなたが撮影したお気に入りの
「芦屋の風景」を募集しています。

＃ a s h i y a g r a m 2 0 2 3 のタグ をつけて
I ns t a g r am に投稿ください。
こちらのコーナーで、紹介させていただきます。
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自動通話録音機の無
料貸し出し(～27日) 特殊
詐欺電話の被害を未然に
防止逢&葵建設総務課☎
38-2063

芦屋市ニ十歳のつどい
「二十祭」午前11時/午後

１時/３時・ルネサンス クラ
シックス芦屋ルナ・ホール葵
生涯学習課☎38-2091

1．17芦屋市祈りと誓い
午前７時～午後５時・芦屋
公園モニュメント前・記帳・
献花葵市長室☎38-2000
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