
●３月 20 日金（春分の日）の燃えるごみの収集は休み
　�対象地区⇒祇園町・高浜町・正門町・船頭町・中ノ浜・西浜町・白
浜町・幸町・山鹿・大君
●ごみ出しはルールやマナーを守りましょう！
　�　新聞紙、雑誌、ダンボール、布類などは、自治区、子ども会など
で行っている廃品回収に出しましょう。役場でもボックス回収して
います。菓子や食品の紙箱、ティッシュの空き箱、缶ビールの紙ケ
ースなどの「雑紙」も紙袋に入れて廃品回収に出すことができます。
きちんと分別し、指定袋を使い、決められた収集日に出しましょう。
　�　また、ほかの市や町の集積所に出すことは、法律で禁じられており、
不法投棄として罰せられることもあるため、絶対にやめましょう。

３３月の行事表月の行事表
令和２令和２年年

今月のごみ収集日と地区割 収集日当日の午前７時から午前８時までに決められたごみステーションに出してください（粗大ごみは除く）
プラスチック容器 燃えるごみ 燃えないごみ ビン・カン類 粗大ごみ し尿（月１回）し尿（月２回）

粟屋、大城、浜口町、緑ヶ丘 05 日木・19 日木 水 ・土 16 日月 12 日木・26 日木 29 日月

22 日月
（環整）

25 日木
18 日水

（環整）

祇園町、高浜町、船頭町、正門町、中ノ浜（8 〜13） 12 日木・26 日木 火 ・金 22 日月 05 日木・19 日木 23 日月

中ノ浜（1 〜 7）、西浜町 02 日月・16 日月 火・金 12 日木 05 日木・19 日木 22 日月

白浜町、幸町 02 日月・16 日月 火・金 26 日木 05 日木・19 日木 22 日月

山鹿、大君 09 日月・23 日月 火・金 19 日木 12 日木・26 日木 29 日月
22 日月

（太洋社）

10 日火
25 日水

（太洋社）
江川台、花美坂 09 日月・23 日月 水 ・土 19 日木 12 日木・26 日木 29 日月

田屋、正津ヶ浜、柏原、丸の内、はまゆう 09 日月・23 日月 水 ・土 05 日木 12 日木・26 日木 16 日月

２日月、９日月、16 日月
23 日月、26 日木、30 日月

芦屋町図書館休館日

３月はお休みです

土曜学び合いルーム
（中央・芦屋東・山鹿公民館）

マークの説明

ボートレース芦屋
開催日➡

ボートレース芦屋
場外のみの発売日➡

問い合わせ

　行事の詳しい内容は、（　）
内の担当部署に問い合わせて
ください。
（総） 総務課
（住） 住民課
（福） 福祉課
（健） 健康・こども課
（環） 環境住宅課
（産） 産業観光課
（教） 教育委員会
（観） 観光協会
（体） 体育協会
（文） 文化協会（中央公民館内）

ボ ー ト レ ー ス 芦 屋　☎２２３ー０５８１
芦屋子育て支援センター　☎２２１ー２５６７
ボランティア活動センター　☎２２１ー１０１１
マリンテラスあしや　☎２２３ー１０８１
芦 屋 中 央 病 院　☎２２２ー２９３１
芦屋中央病院健診センター　☎２２２ー２９３２
芦屋町社会福祉協議会　☎２２２ー２８６６
芦 屋 町 体 育 協 会　☎２２２ー０１８８
芦 屋 町 観 光 協 会　☎２２１ー１００１

役 場　☎２２３－０８８１（代）
町 民 会 館　☎２２３ー０７３１
中央公民館　☎２２２ー１６８１
図 書 館　☎２２３ー３６７７
山鹿公民館　☎２２３ー１８９２
芦屋東公民館　☎２２２ー１９８１
総合体育館　☎２２２ー０１８１
芦屋歴史の里　☎２２２ー２５５５
芦屋釜の里　☎２２３ー５８８１

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
●ひなまつり茶会（教）
　芦屋釜の里

●あいさつ運動（教）
●母子健康手帳交付（健）
　9：30〜12：00健康・こども課

●�中央公民館講座「現地で学ぶ芦
屋釜」（教）
　10：00〜 12：00　芦屋釜の里
●�歴史体験講座「大珠（勾玉）づ
くり」（教）
　13：30〜 15：30　山鹿公民館

８ ９ 10 11 12 13 14
●�補聴器相談（福）
　15：00〜 16：00　役場４階

●４カ月児・10カ月児健康診査（健）
　中央公民館

●行政相談（総）
　13：00〜 16：00��中央公民館

●中学校卒業式（教）
●ぱくぱく教室（健）
　９：00〜 13：00��中央公民館

●献血（健）
　10：00〜 15：30��役場玄関前

●�自然観察会「春の水辺　両生類
を探そう」（教）
　10：00〜 12：00
●�あしやハンズ・オン・キッズ報告会（教）
14：30 〜 15：30��中央公民館

15 16 17 18 19 20 21
●�マイナンバーカード休日窓口開設
　（住）８：30〜 12：00
● �NHKテレビ受信料補助申請受付
（総）　山鹿公民館
●わくわく上映会（教）
　14：00〜15：00��芦屋町図書館

●あいさつ運動（教）
●母子健康手帳交付（健）
　9：30〜12：00健康・こども課

●小学校卒業式（教） 春分の日

22 23 24 25 26 27 28
● �NHKテレビ受信料補助申請受付
（総）　芦屋東公民館
●障がい者レクスポ大会（教）
●�ギャラリーあしやワークショッ
プ「親子でディップアート講座」（教）

●�補聴器相談（福）
　15：00〜 16：00　役場４階

●小・中学校修了式（教）
●１歳６カ月児健康診査（健）
　中央公民館

●春の特別呈茶（教）【～ 29 日】
　芦屋釜の里
●２歳児歯科相談（健）中央公民館

29 30 31
●�特別展「芸術家のたまご展」（教）【～３月１日】ギャラリーあしや
●�企画展「吉田家の男達　吉田磯吉と吉田敬太郎　信念の政治家」（教）【～５月17日】芦屋歴史の里

の納税月です。

今月は、

国民健康保険税

納　税


