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　市などは、「西宮市青少年健全育成
のつどい」を開催します。
　西宮市青少年健全育成功労者の表彰
の後、ミニコンサートや、講演会「子
どもたちの話を聞こう♪～子どもを育
てるとっておきのメッセージ」を行い
ます。手話通訳・要約筆記あり。
日 11月15日（金）午後1時～ 
会 なるお文化ホール  
問 青少年育成課（35・3870）
※会場に駐車場はありません。公共交
通機関をご利用ください
 
　★女性のための就職支援セミナー　
日・内 いずれも午前10時～

△

11月1
日（金）…「好感をもたれる応募書類の
書き方」

△

8日（金）…「好感をもたれる
面接の受け方」 会 男女共同参画セン
ター　ウェーブ 定 あり 申・問 しごと
サポートウェーブにしきた（68・
1021） 託 あり
　★皮膚の日講演会　日 11月9日
（土）午後3時～ 会 西宮健康開発セン
ター  定 100人。当日先着順（受付
は午後2時半から） 問 田中皮フ科ク
リニック（36・8811）
　★西宮市人権・同和教育研究集会　
日 11月10日（日）午前9時半～ 会 浜
脇中学校 対 在勤者可 問 人権教育推進
課（35・3892）
　★人権・同和問題学習会「こどもと
話そう、部落問題～こころに届く伝え
方」　日 11月11日（月）午後7時～
対 在勤・在学者可 会・問 若竹生活文
化会館（67・7171）
　★西宮東高校木曜講座「天守の守人」
日・内 いずれも午後2時～

△

11月14
日（木）…姫路城の特徴と保存修理

△

11月21日（木）…大阪城再発見の軌
跡 会 なるお文化ホール  問 同校（47・
6013）
　★男女共同参画センター　ウェーブ
の講座　日・内 ①語り合いグループ「私
が元気になる」…11月14日～12月
19日の木曜（６回）午後1時～

△

②ＤＶ
家庭で育つということ～暴力にさらさ
れて生きる子どもたち… 11月30日
（土）午後2時～ 対 ①は女性 定 あり 
申・問 ウェーブ（64・9495） 託 あり
　★家事家計講習会「家計簿で生活上
手」　日・会 いずれも午前10時～

△

11
月15日（金）・16日（土）…消費生活セ
ンター

△

18日（月）…夙川公民館

△

19
日（火）…まんまるみかん（甲子園高潮
町）

△

21日（木）…上ケ原公民館 ￥ あ
り 問 西宮友の会（46・3022） 託 あり
　★市民公開講演会～時の詩人アーサ
ー・ビナードが語る「ぼくらは何を勉
強したら生き残れるのか？」　日 11
月16日（土）午後2時半～ 会 勤労会館
ホール 問 兵庫県保険医協会西宮・芦
屋支部（078・393・1803）

青少年健全育成のつどい

　★相続セミナー「贈与による相続税
対策」　日 11月23日（土・祝）・27日
（水）の午後1時半～ 会 中央公民館  
定 あり 申・問 相続相談センター（31・
3303）
　★普通救命講習会　日 11月24日
（日）午後1時半～ 会 西宮消防署 
定 20人 申 11月5日から救急課（32・
7319）。先着順
　★家庭教育講演会「命の大切さ」　
日 11月29日（金）午前10時～ 会 勤
労会館ホール 定 あり 申・問 社会教育
課（35・3868） 託 あり
　★ヘアカット技術講習会　日 11月
29日（金）午後1時～ 会 市民交流セン
ター ￥ 1000円 定 15人 申 10月
29日からおしゃれdeげんきに訪問ヘ
アカットサービス（090・5664・
7085…中川方）。先着順
　★市立西宮高校の松柏講座「パソコ
ンでカレンダーをつくろう」　日 11
月30日（土）、12月1日（日）の午前10
時～。2回シリーズ 定 あり  申・問 11
月22日までに同校（74・6711） 
　★市協働事業「子育てママの食育講
座～伝統食には体にやさしい知恵がい
っぱい」　日・内 いずれも午前10時～△

①12月3日（火）…簡単おせちの作
り方と残ったおせちの利用法

△

②来年
1月24日（金）…幼児期から生活習慣
病を防ごう

△

③2月18日（火）…雑穀
と発酵食品をもっと身近に 会 ①浜脇
公民館、②若竹公民館、③大社公民館 
￥ 各500円 定 各20人 申 11月1日
午前9時半から武庫川女子大学国際健
康開発研究所　食育グループHealthy
＋（45・9980）。先着順 託 あり
　★ファイナンシャルプランナーと作
ろう！私のマネーライフプラン作成講
座　日・内 いずれも金曜（3回）

△

シニ
ア編… 12月6・13・20日の午後1時
半～

△

現役編…来年1月17・24・31日
の午後6時半～ 会 若竹生活文化会館
対 在勤・在学者可 ￥ 各コース900円 
定 各25人 申 往復ハガキに講座名、希
望コース、住所、氏名、年齢、電話番号を
書き、11月18日（消印有効）までに同
館（〒662－0844西福町15－12☎
67・7171）。多数の場合抽選

　★11月のロビーギャラリー　会 市
役所本庁舎1・4階 内 日本画（牧之段
光弘さん） 問 文化振興課（35・3425）
※展示替えのため鑑賞できない場合あり
　★西宮（札場筋）ストリートギャラ
リー　日 11月2日（土）～29日（金） 
内 「みんな なかよし あいじかん（朝日
愛児館園児の作品）」、「秋の音楽会、秋
の自然（パドマ保育園園児の作品）」 
問 文化振興課（35・3425）
　★おしゃべりコンサート　日 11月
10日（日）午後3時～ 会 ムラマツリサ
イタルホール新大阪（大阪市） 内 フ
ルート・チェロ・ピアノのアンサンブ
ル ￥ 2000円 問 オプス音楽教室
（41・4333）

　★ロビーコンサート　日 11月12
日（火）午後0時20分～　会 市役所本
庁舎1階 内 出演はブランシュ（合唱） 
問 西宮市文化振興財団（33・3146）
　★ぐるっぽユーモア風オペレッタ
「天国と地獄」　日 11月15日（金）午
後2時～ 会 県立芸術文化センター中
ホール ￥ 1500円 問 ぐるっぽユー
モア（65・9770…徳永方）
　★「西宮クラシックギター練習会」
コンサート　日 11月16日（土）午後
1時半～ 会 夙川公民館 問 同練習会
（090・8534・4330…渡邊方）
　★秋！彩りコンサート　日 11月
16日（土）午後3時～ 会 甲東ホール  
対 小学生以上 ￥ 1500円 問 西宮市
文化振興財団（33・3111）
　★子どものためのオルガン・コンサ
ート～おはなしオルガン「ロバの王子」
日 11月23日（土・祝）午前11時～
会 神戸女学院講堂 対 3歳以上 
￥・定 あり 申・問 神戸女学院大学音楽
学部アウトリーチ・センター（51・
8584）

 

　市は、「10周年
みやっこキッズパ
ークまつり」を開
催します。もちつ
き大会やみんな元
気ジムなど、さま
ざまなイベントが
行われます。ぜひご来場ください。
日 11月2日（土）・3日（日・祝）の午前
10時～午後4時。雨天中止
問 同パーク（67・7321）
 
　★市協働事業「たてじまアートプロ
ジェクト」　 日 ①たてじまアート…
10月27日（日）～1２月8日（日）

△

②
たてじまえんにち…11月16日（土）
の午後1時～3時半 会 ①新甲子園商
店街（甲子園網引町）、②網引市民
館 内 ①西宮今津高校の生徒と小学生
によるアート作品展示  問 同プロジェ
クト実行委員会（090・6666・04
93…浅野方）
　★20周年記念いきいきシルバーフ
ェ ア　日 11月2日（土）の 午 前10時
～午後3時 会 中央運動公園陸上競技
場  内 健康度チェック、野菜などの販
売、輪投げなど 問 西宮市シルバー人
材センター（72・3461）
　★郷土資料館の兵庫県文化財保護強
調月間事業　日・内 ①ギャラリートー
ク… 11月2日（土）午後2時～

△

②現
地見学会「近代の住宅建築を見に行こ
う」… 8日（金）午後2時に阪神バス浜
甲子園停留所前に集合

△

③ワークショ
ップ「親子で文化財の家を作ってみよ
う」…17日（日）午前10時～ 会 ①③
は郷土資料館 対 ②15歳以上、③小
学4年～6年の子と保護者 定 ③あり 
申・問 ③は11月8日までに同館（33・
1298）
　★えびす杯争奪囲碁大会　日 11月
3日（日・祝）午前9時～ 会 西波止会館 
対 20歳以上  ￥ 900円 定 あり 
申・問 同館（22・2187）
　★であい市門戸厄神　日 11月3日
（日・祝）の午前10時～午後3時。雨天
中止 会 門戸厄神 問 であい市実行委員
会（54・6733）
　★たけのこ祭り　日 11月3日（日・
祝）の午前10時半～午後2時半。雨天

みやっこキッズパークまつり

の場合は4日（月・休） 会 甲子園公園
（南甲子園1丁目） 内 バザーなど 
問 子育てホームたけのこ（48・4761）
　★堀江オルゴール博物館「秋の庭園
特別公開」　日 11月7日（木）～24日
（日）の午前10時半、午後1時、3時～。
月曜休館 ￥ あり（3歳以下無料） 
定 あり 申・問 同館（70・0656）　
※火・水曜は団体予約のみ
　★中央図書館の催し　日・内 下表の
とおり 会・問 同館（33・0189）

 

　★笑顔で働きたいママのフェスタin
西宮　日 11月12日（火）・13日（水）
の午前11時～午後4時 会 阪急西宮ガ
ーデンズ  内 ワークショップなど 
問 同フェスタ実行委員会（080・15
16・9849…橘方）
　★自転車修理教室　日 11月16日
（土）午前10時～ 会 リサイクルプラ
ザ 定 10人  申 往復ハガキに催し名、
住所、氏名、電話番号を書き、11月4日
（消印有効）までに西部総合処理センタ
ー（〒662－0934西宮浜3丁目８☎
22・6601）。多数の場合抽選　※イ
ベント開催時の修理コーナー利用不可
　★陶器市　日 11月16日（土）・17
日（日）の午前11時～午後4時半 会 酒
ミュージアム「酒蔵館」 問 白鹿記念
酒造博物館（33・0008）
　★オリーブオイルソムリエがお伝え
する美味しいオリーブのはなし　
日 11月16日（土）午後1時半～ 会 リゾ
鳴尾浜 ￥ 800円 定 あり 申・問 鳴尾
浜臨海公園管理事務所（48・9386）
　★西宮市子ども会大会　日 11月
17日（日）の午前10時～午後2時半 
会 六湛寺公園（雨天の場合職員会館
など） 内 ゲーム、くじ引きなど 
問 青少年育成課（35・3870）
　★韓国料理　日 11月17日（日）午前
10時15分～ 会 中央公民館 対 15歳
以上（中学生不可） ￥ 1000円 定 10人 
申 10月30日午前9時45分から西宮
市国際交流協会（32・8680）。先着順
　★来年の干支、馬の絵皿　大堀相馬
焼きを作ろう　日 11月17日（日）の
午前10時半、午後1時～ 会 中央公民
館 ￥ 各2100円 定 あり 申・問 燿窯
陶芸倶楽部の会（06・6421・7377
…大松方）
　★宮っこ囲碁大会　日 11月17日
（日）午後1時～ 会 勤労会館 対 小・中
学生 ￥ 500円 申 ハガキに住所、氏
名、学年、級位、電話番号を書き、
11月4日（必着）までに西宮市囲碁
協会（〒663－8114上甲子園4丁目
14－2☎35・9858…丸田方）
　★未就園児親子のための森の子育て
支援モデル事業　日・内 いずれも午前
10時15分 ～

△

①11月19日（火）…
コープこうべプログラム「自然の恵み
を満喫」

△

②26日（火）…子育て総合
センタープログラム「森の中で友だち
づくり」 会 社家郷山 対 未就園児と保
護者 ￥ 各500円 定 あり 申・問 ①コ
ープこうべ活動サポートセンター西宮
（67・8927）、②11月8日までに子
育て総合センター（39・1521）
　★防災ウォークラリーin西宮　
日 12月1日（日）午後1時に武庫川女
子大学総合スタジアムに集合 対 在
勤・在学者可 定 あり 申・問 日本災害
救援ボランティアネットワーク（34・
9011）

ブックフェア「活字で楽しむ“音楽”」
日 11月8日(金)～12月4日（水）の午前10
時～午後6時。月曜休館
リサイクル図書市民無料配布
日 11月8日(金)・9日（土）の午前11時～
午後3時 内 約7700冊（児童図書・雑誌の
配布なし）

電話番号で市外局番がないものは≪0798≫です。
費用の表記がないものは無料。先着順申込の受付
は表記のない場合は午前８時４５分から。
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スポーツ

　西宮コミュニティ協会と市は、11
月24日（日）に「宮っ子祭り“わがまち
を知る”ウォーキング」を開催します。
　３つのコースの中から体力に合わせ
てご参加ください。小雨決行。
内 ゴール受付はいずれも六湛寺公園
で午後1時～2時

△

健脚コース（約11
㌔）…午前９時～９時半に夙川公民館
に集合

△

一般コース（約5㌔）…午前
10時～10時半に夙川公民館に集合△

ファミリーコース…各自自宅を出発
対 小学生以下は保護者同伴
申 所定の申込用紙を11月13日（必
着）までに同協会事務局（35・34
58…市民協働推進課内）へ郵送。申
込用紙は同協会、各支所などで配布

　にしのみやふるさとウォーク実行委
員会などは、11月30日（土）に「にしの
みやふるさとウォーク」を開催します。
　午前9時半～10時に阪神甲子園球
場北側に集合し、六湛寺公園を目指し
ます（約6㌔）。雨天の場合は12月
1日（日）。  在勤・在学者可 。
定 160組600人程度 
申 ハガキに催し名、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢（小学生は学校
名・学年も）・電話番号を書き、11月15日
（消印有効）までにこども環境活動支援
協会（〒662－0832甲風園1丁目8
－１☎69・1185）。多数の場合抽選
 
　★脂肪燃焼エアロ無料体験講座　
日 11月1日～22日の金曜午前10時
～ 会 市民交流センター 定 各20人 
申 10月29日から元気ショップ・身
体からだ（080・5301・3847…
長谷川方）。先着順
　★西宮市ボウリング協会会長杯ボウ
リング大会　日 11月3日（日・祝）の
午前10時（6ゲーム）、11時（3ゲ
ーム）～ 会 Ｔ．ＴＢＯＷＬトマト 
内 アメリカン方式、ハンディキャッ
プ 制  対 小学生以上。在勤者可 ￥ あ
り  申 11月2日までにＴ．ＴＢＯＷ
Ｌトマト（72・9011）
　★津波防災の日　自然たんけん！　
日 11月4日（月・休）午前10時に西宮砲
台前に集合  対 小学生以下は保護者同
伴 定 あり 申・問 浜・川・山の自然たんけ
ん隊（080・6165・0990…粟野方）

　★アンリ・シャルパンティエ　スケ
ート体験スクール　 日・内 いずれも4
回シリーズ

△

アイスホッケー…11月
7日（木）開講

△

スピード…来年1月9
日（木）開講

△

フィギュア…2月2日
（日）開講 会 ひょうご西宮アイスアリ
ーナ 対 小・中学生 ￥ 各4000円  
定 あり 申・問 ひょうごスケート
（080・4332・9778）　※その他
の開講日もあり。詳しくは問合せを
　★遊・遊すぽーつ広場　日・会 いず
れも午後1時～。④以外は雨天中止

△

①11月13日（水）…浜甲子園運動公園
多目的広場

△

②15日（金）…塩瀬運動
公園多目的広場

△

③22日（金）…中央
運動公園陸上競技場

△

④27日（水）…
リゾ鳴尾浜芝生広場 内 グラウンド・ゴ
ルフなど（④は太極拳） 問 リゾ鳴尾浜
（42・2161）　※当日雨天中止の問
合せは午前11時から専用電話（080・
2412・8363）
　★観る知る感じる紅葉のつどい～紅
の絨毯（じゅうたん）　日 11月16日
（土）・17日（日）。1泊 会 丹波少年自
然の家（丹波市） 内 岩屋山のご来光
と雲海の見学など ￥・定 あり 申・問 同
自然の家（0795・87・1633）
　★西宮市バドミントン協会長杯大会
日 11月23日（土・祝）午前9時～ 会 中
央体育館 内 クラス別ダブルス、シン
グルス 対 在勤・在学者可 ￥ あり 
申 10月31日までに同協会（71・
2267…妹尾方）
　★山東の秋を楽しもう！　日 11月
23日（土・祝）・24日（日）。1泊 会 山
東自然の家（朝来市） 内 コンニャク作
り、星空観察など  対 中学生以下の子
を含む家族 ￥・定 あり 申・問 11月10
日までに同自然の家（079・676・
4100）
　★西宮スポーツセンターの短期制テ
ニス教室　日・内 下表のとおり。いず
れも６回シリーズ 会 中央運動公園テ
ニスコート ￥ １万2000円 定 あり  
申・問 中央体育館（74・0720）

人事募集

　★西宮養護学校の臨時介助員（登録
制）　内 児童・生徒の校内介助、送迎の
添乗業務。学校開校日等で1日7時間
45分勤務。早出あり ￥ 日額8350
円 申 履歴書を教育人事課（35・
3834）

　★市立中央病院の臨時職員　内 下
表のとおり  対 免許取得者 申 履歴書、
免許証の写しを同病院総務課（64・
1515）

　★西宮市社会福祉事業団の臨時職員
内 段上児童館のレクリエーション等の
実施業務など。月曜～土曜の内週４日
28時間勤務 対 保育士資格または教員
免許取得者 定 1人 申 11月7日まで
に同事業団（34・2611）

ふくし

　★秋空縁日　日 11月2日（土）の午
前11時～午後4時半 会 木口記念会館
（芦屋市） 内 映画「逃げ遅れる人々
～東日本大震災と障害者」の上映など
※上映時間などは問合せを 問 ワンビ
レッジワンアース（33・5003）
　★県立こばと聴覚特別支援学校「学
校公開デー」　日 11月7日（木）・8日
（金）・10日（日）の午前9時20分～正
午 内 公開保育、幼児作品展 申 11月
5日までに同校（53・5061）
　★医療相談会　日・内 いずれも午後
2時～

△

①筋萎縮性側索硬化症…11
月7日（木）

△

②多発性硬化症…18日
（月） 会 ①保健所、②総合福祉センタ
ー 対 患者とその家族 申 保健所健康
増進課（26・3669）
　★神経難病患者・家族交流会　
日 11月8日（金）午後1時半～ 会 総合
福祉センター 内 リハビリ体操  対 神
経難病患者とその家族 申 保健所健康
増進課（26・3669）
　★すこやか介護教室「褥瘡（じょく
そう）予防について」 　日 11月12日
（火）午後2時～ 会・問 すこやかケア西
宮（68・2700）
　★市立中央病院の西宮市市民健康講
座「痛みの軽減を目指した肺がん手術」
日 11月16日（土）午後２時～ 会  西宮
市大学交流センター 問 同病院医事課
（64・1515）
　★介護予防フォーラムにしのみや～
地域で取り組む「西宮いきいき体操」　
日 11月30日（土）午後2時～ 会 市役
所東館8階 定 あり 申・問 高齢福祉課
（35・3294）

　★消費生活センターの11月の相談
会　日・内 消費者法律相談…20日

開催日コース名開催日コース名
2日終日イラストレーター活用①

Ｄ
Ｔ
Ｐ
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ

2日午前パソコンことはじめ（無料）（Windows8）初
心
者 9日終日イラストレーター活用②2日午後パソコン初歩の初歩（Windows8）

21日午前ビジネスで使うイラストレーター3日午前・午後8入門①（操作・設定）・②（ファイル管理）ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ

21日午後イラストレーターで学ぶベジェ曲線4日午前・午後7入門①（操作・設定）・②（ファイル管理）
5日終日めざそう！Ｗｅｂデザイナー18日午後７活用③（ファイル管理）
12日終日Web制作①（Fireworks基礎）5日午前・午後入門①・入門②（検索）ネ

ッ
ト
等 19日終日Web制作②（Dreamweaver基礎）14日終日実践！ウィルス対策

12日午前20１3入門①（表計算の基本）

エ
ク
セ
ル

7日終日パワーポイント2010入門ビ
ジ
ネ
ス
等

12日午後20１3入門②（関数とグラフの基本）20日終日パワーポイント2010活用
11日午前・午後20１0入門①（数式と表作成）・②（関数と表編集）13日終日AutoCAD入門
13日夜間20１0活用③（複数シート集計）9日午前2013入門①（文書作成の基本）

ワ
ー
ド

20日夜間20１0活用④（グラフ等)9日午後2013入門②（文書編集の基本）
3日終日エクセル・マクロVBA①6日午前2010入門①（文書作成の基本）
10日終日エクセル・マクロVBA②6日午後2010入門②（文書編集の基本）

24日午前・午後2013活用①（データベース作成)・②（関数）17日午前・午後2013活用①（図形）②（書式）
26日午前・午後2010活用①（関数）・②（データベース機能）25日午前・午後2010活用①（図形）②（書式）

◇カレンダーを作ろう…16日午前 ￥ 1000円　◇はじめてのツイッター…18日午前 ￥ 1000
※11月開催分のコースも受け付けています。詳しくはホームページで確認または同センターに問合せを

会 情報センターなど ￥・定 あり 申 11月1日午前９時（ＨＰ受付は
正午）から同センター（0798・32・8899鰹HP http://n4c.jp）。先着順

（水）午後1時半～。1組30分以内。事前
に市の相談員が応対

△

借金（多重債務）
相談…12日（火）・26日（火）の午後1時
～。1組1時間以内。司法書士が応対 
定 あり 申・問 同センター（64・0999）

　★学生のための西宮企業就職説明会
日 11月19日（火）の午後0時半～4時
半 会 西宮神社会館 内 15社程度参加 
対 大学生。在学者可 問 西宮商工会議
所（33・1131）　※午後２時から
は「にしのみや学生ビジネスアイデア
コンテスト」の2次審査を実施
　★地域の輪が広がる「ありがとう」
事業　内 地域で活動している人や団
体への「ありがとうメッセージ」を募
集 申・問 11月3日までに西宮青年会
議所（33・1615）　※集めたメッ
セージをモザイクアートにして、11
月20日（水）～26日（火）にららぽー
と甲子園、27日（水）～12月3日（火）
に西宮阪急で展示

健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し

12月分

人  事  募  集人  事  募  集人  事  募  集

初心クラス
日 いずれも午前９時１５分～

△

火曜… 11
月26日開講

△

水曜… 27日開講

△

土曜…
30日開講
中級クラス
日 いずれも午前11時10分～

△

火曜…
11月26日開講

△

水曜…27日開講

相     談 相     談 相     談 

そ   の   他そ   の   他そ   の   他

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

管理栄養士
内 週5日午前9時～午後5時半。土・日曜勤
務あり 対 経験者 定 1人 ￥ 日額8510円
臨床検査技師
内 週２日午前８時15分～午後4時45分 
定 1人 ￥ 日額１万270円

宮っ子祭りウォーキング

申 申込が必要な催しは、ハガキに催し名、住所、氏名、子の氏名・年齢、電話番号を書き、
各申込締切日（消印有効）までに子育て総合センター（〒662ー0853津田町3ー40
☎0798・39・1521）。多数の場合抽選（初参加者優先）　※同センターのホーム
ページ（http://www.nishi.or.jp/homepage/nobinobi/）からも申込可

備考日程催し名
対 子育て中の保護者 定 20人 
申 11月1日まで 託 あり

11月12日（火）
午前10時半～

①子育て講座～いつまで続くの？イヤ
イヤ期

対 小学校入学前の子と保護者
申 不要 

11月14日（木）
午前10時半～

②あいあいおしゃべり広場～はじめま
して！引っ越してきたよ西宮

対 生後6カ月までの子と保護者 
定 20組 申 11月5日まで

11月20日（水）
午後2時半～③はじめまして～赤ちゃんといっしょ

対 0歳の子と保護者および初妊婦
申 不要 

11月27日（水）
午後2時半～

④あいあいおしゃべり広場～はじめての
子育て0歳の赤ちゃんとプレママ集まれ

対 子育て中の保護者 定 20人 
申 11月18日まで 託 あり

12月4日（水）
午前10時半～

⑤薬剤師さんに聞いてみよう～冬に向け
て知っておきたい子どもの病気・薬のこと

対 子育て中の保護者 定 20人 
申 11月27日まで 託 あり

12月13日（金）
午後3時～⑥絵本でリラックスタイム

にしのみや
ふるさとウォーク

ケーブルテレビケーブルテレビ
ベイコム11chベイコム11ch

市広報番組

①4日（月・休）～10日（日）、②18日（月）～24日（日）
①・②にしのみやトピックス…市政情報や
市内で行われたイベントなどを紹介
①ぶらり西宮「本を片手に」…宮本輝「青が散
る」に登場する西宮を現在の風景と併せて紹介

②ぶらり西宮「校区を歩く」…小学校区ごと
にまちを歩き、ふるさとを再発見する番組。
今回は広田小学校区を散策
11日（月）～17日（日）
出会いのまち西宮…環境学習都市宣言から10周
年。市内で行われている環境保全活動などを紹介
25日（月）～12月1日（日）
西宮ライブラリー「THE文化財探訪」…鳴尾地域の岡太
神社に伝わる伝説と無形民俗文化財「一時上臈」を紹介
マイタウンガイド…市内の行事やお役立ち
情報を文字とナレーションで紹介

　毎週月曜更新(第5月曜のある週は第4月
曜の内容を引き続き放送）。放送は午前9
時、午後2時、5時45分、9時45分から。
問 広報課（0798・35・3487）

【11月分】

　　　　　　　さくらＦＭ（78．7メガ
　　　　　　　ヘルツ）で放送している
　　　　　　　市の提供番組を月替わり
　　　　　　　で紹介します。問 広報課
　　　　　　　（0798・35・3402）

西宮文学案内（11月分）
日 第1月曜～第4月曜の午後8時半から30
分間。［再］翌日曜午前8時半から 内 西宮と
関わりのある文学作品や作家を紹介。11
月のテーマは「ラストエンペラーの一族と
西宮」。ナビゲーターは、文化プロデュー
サーの河内厚郎さん　※放送終了後は、市
のホームページ（市政情報飼広報・広聴飼さ
くらFM）から音声配信あり。ＣＤの貸し出
しも開始しました。詳しくは問合せを
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