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　鳴尾図書館は、「みや
たん人形をつくろう」
を開催します。ぜひ参
加してください。
日 3月27日（金）午後
1時半～ 
対 3歳～小学生。保護者同伴で参加を
￥ 600円 定 20人 
申 3月11日から同館（45・5003）。
先着順

　若竹生活文
化会館は、次
のこども講座
の受講生を募
集します=下
表参照。
対 小学生（②
は小学２年～
6年） 
申 往復ハガ
キに講座名、住所、氏名、4月以降の
新学年、電話番号、①は将棋経験の有
無を書き、3月11日（必着）までに
同館（〒662－0844西福町15－
12☎67・7171）。多数の場合抽選

　★育児サークル「ぞうさん」体験会
日 3月3日（火）・10日（火）の午前9時
45分～ 会 中央体育館 内 親子で運
動・工作遊びなど 対 1歳～4歳の子
と親 ￥・定 あ り 申・問 同サークル
（090・4283・5120…市本方）
　★ボーイスカウト神戸第60団体験
会　日 3月8日（日）午前9時半にＪＲ
道場駅前に集合 内 風キャビン農園
（神戸市）で野外活動など 対 6歳～
中学3年の子と保護者 申・問 同団
（090・9160・1172…福田方）
　★家庭教育講演会「笑ってまなべる
子育てのコツ～けんかやトラブルはこ
わくない」　日 3月11日（水）午前
10時～ 会 市役所東館8階 定 あり 
申・問 社会教育課（35・3868）
　★西宮市貝類館「貝を使ったオリジ
ナルかたつむり作り」　日 3月14日
（土）の午前10時～午後4時 ￥ 100円
（別途要入館料） 問 同館（37・0485）
※材料が無くなり次第終了

　★子育て総合センターの催し　
日・内 下表のとおり 申 各申込締切日
（必着）までに同センター（〒662－
0853津田町3－40☎39・1521）
※同センターのホームページ（http://
www.nishi.or.jp/homepage/nobi
nobi/）から申込可

　★親子で作ろう！おみそづくり！　
日 3月19日（木）午後1時半～ 会 越木
岩公民館 対 小学生までの子と保護者 
￥・定 あり 申・問 こころ・からだ研究
所（70・4487）
　★人形劇「ハッと時計」　日 3月22
日（日）の午前11時、午後2時～ 会 西
宮市大谷記念美術館 対 2歳以上。小
学校入学前は保護者同伴 ￥ あり 定 各
80人 申 3月1日午前9時から電話で
同館（33・0164）。先着順
　★なるぞ！図書館員＠なるとしょ　
日・対 いずれも午前9時半～ ▽3月26日
（木）…小学1年～3年 ▽27日（金）…小
学4年～6年 会 鳴尾図書館 定 各8人 
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、学
年、電話番号を書き、3月7日（必着）ま
でに同館（〒663ー8178甲子園八番
町1－20☎45・5003）。多数の場合抽選
　★わんぱくキッズスプリングキャン
プ　日 3月26日（木）・27日（金）。1泊 
会 丹波少年自然の家（丹波市） 内 野外
炊事・キャンプファイヤーなど 対 小学
2年 ～4年 ￥ 5500円 定 30人 申 3
月6日までに同自然の家（0795・
87・1633）。多数の場合抽選
　★春休み親子紙すき　日  3月28日
（土）午後1時半～ 会 名塩和紙学習館 
対 5歳以上の子と保護者 ￥ 800円、
中学生以下500円 定 32人 申 3月3日
午前10時から電話で同館（0797・61・
0880）。先着順

　 ★3月のロビーギャラリー　会 市
役所本庁舎1・4階 内 日本画（堀切美
津子さん）　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
　★西宮市消防音楽隊「火の用心コン
サート」　日 3月1日（日）午後2時～ 
会 フレンテホール 問 消防局総務課
（32・7309）　※多数の場合入場制
限あり

　★西宮（札場筋）ストリートギャラリー
「青葉から吹く風」　日 3月3日（火）～31
日（火） 内 西宮市社会福祉協議会「青葉園」
通所者の作品 問 文化振興課（35・3425）
　★ヴァイオリン特別演奏会　日 3月
7日（土）・8日（日）の午後3時～ 会 堀
江オルゴール博物館 対 小学生以上 
￥・定 あり 申・問 同館（70・0656）
　★芦乃湯ロビーコンサート　日 3
月8日（日）午後4時～ 会 芦乃湯会館 
内 クラリネット演奏 問 人権平和推進
課（35・3318）
　★西宮市友会「趣味の作品展」　日 3
月10日（火）～15日（日）の午前10時
～午後5時（15日は3時まで） 会 北口
ギャラリー 内 絵画・書・写真など 問 同
会（52・5249…伊藤方）
　★歌芝居「夕陽の昇るとき」演劇公演
in Nishinomiya　日・会 いずれも午後
2時半～ ▽越木岩公民館…3月21日（土・
祝） ▽鳴尾公民館…22日（日） ▽塩瀬公民
館…29日（日） ￥・定 あり 申・問 劇団ら
せん舘（090・3949・9917…市川方）
　★西宮少年合唱団定期演奏会　日 3
月22日（日）午後2時～ 会 市民会館アミ
ティホール 問 西宮市文化振興財団（33・
3146）
　★語りべシアターｉｎわがまち西宮・
芦屋　日 3月25日（水）午後6時半～ 
会 県立芸術文化センター中ホール 
対 小学生以上 ￥ 1000円 申・問 ライ
トアイ（06・6647・8243）

　市は、「環境学習サポーター養成講座
～尼崎21世紀の森見学会」を開催し
ます。尼崎21世紀の森で各種活動を
見学し、環境学習サポーターとして活
躍しませんか。定員あり。
日 3月20日（金）午前9時に市役所本
庁舎正面玄関前に集合 
対 18歳以上。在勤・在学者可 
申・問 甲子園浜自然環境センター（49・
6401）

　★家庭倫理講演会「生きぬく力」　
日 3月15日（日）午前10時半～ 会 プ
レラホール 問 家庭倫理の会西宮市
（72・9947…藤川方） 託 あり
　★普通救命講習会　日 3月15日
（日）午後1時半～ 会 西宮消防署 
定 あり 申・問  救急課（32・7319）
　★知って得する毎月講座「新社会人
のための知っておきたいお金のはなし」
日 3月18日（水）午前10時～ 会 消費
生活センター 定 40人。当日先着順
（受付は9時半から） 問 同センター
（69・3157）
　★インターカレッジ西宮「医学レクチ
ャー（心筋梗塞の最新事情、幹細胞と再生
治療）」　日 4月7日（火）・14日（火）の午
後1時半～。２回シリーズ 会 大学交流セ
ンター ￥ 1500円 定 100人 申 ハガキ
に講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を書き、3月24日（消印
有効）までに同センター（〒663－
8035北口町1－2☎69・3155）。多
数の場合抽選

　★中央図書館のパネル展「こんなこ
としてます図書館ボランティア」＆関
連ブックフェア　日 3月31日（火）ま
での午前10時～午後6時。月曜休館 
問 同館（33・0189）

　★西宮まちなみ発見クラブ　写真＆
パネル展「まちなみで知る西宮の魅力」
日 3月2日（月）～8日（日）の午前10時
～午後8時（8日は6時まで） 会 アクタ
西宮東館２階中央ひろば 問 同クラブ事
務局（35・3526…景観まちづくり
課内）
　★出張いきいきごみ展　日 3月4日
（水）・5日（木）の午前9時半～午後4時
（5日は3時まで） 会 鳴尾中央センタ
ー 内 再生した自転車や家具など20
点を展示し、期間中に申込（1人1点）
をした人に抽選で無料提供 問 西部総
合処理センター（22・6601）  ※3月
5日午後3時から公開抽選を行い、当
選者に通知。引き渡しは3月6日に鳴
尾中央センターで。配送はしません
　★北部図書館のパネル展「郷土史を
学ぶ～北部地区」　日 3月6日（金）～
22日（日）の午前10時～午後6時。月
曜休館 問 同館（0797・61・1706）
　★春のフェスタ　日・内 いずれも3
月7日（土） ▽ 体験会（絵付け、ちぎり
絵、太極拳など）…午前10時半～ ▽手
品と各サークルの発表会…午後0時半
～ 会 若竹公民館 ￥ あり 定 絵付けの
体験のみ10人。当日先着順（受付は
10時半から） 問 新日本婦人の会西宮
支部（71・3920）
　★体験アートセラピー　日 3月7日
（土）午後1時半～ 会 市民交流センタ
ー 対 18歳以上 ￥・定 あり 申・問 こころ
アートコミュニケーション（63・1516）
　★武庫川河川敷お掃除会　日 3月8
日（日）午前9時半に甲武橋東詰（尼崎
市側）に集合　※雨天の場合15日（日） 
対 小学生以下は保護者同伴 申・問 武
庫川流域圏ネットワーク（53・
3273…白神方）
　★咲かそう！広田山コバノミツバツ
ツジ　日 3月8日（日）午後1時に広田
神社に集合 内 広田山公園内のコバノミ
ツバツツジの保全活動 定 あり 申・問 広
田山コバノミツバツツジ群落保存会
（74・3489…同神社内）
　★西宮っ子還暦式　日 3月8日（日）
午後1時～ 会 ノボテル甲子園 対 昭和
29年4月2日～30年4月1日に出生
した人。市内の学校等に在籍した人も
可 ￥ あり 申・問 同式典実行委員会
（48・1093…深川方）
　★てづくりサーカス　日 3月10日
（火）の午前10時～午後4時 会 西宮神社
内 手作り作品の展示・販売 問 H.E.N
（67・7563…肥後方）
　★バラの育て方講習会　日 3月14
日（土）午前10時～ 会 リゾ鳴尾浜 
定 あり 申・問 鳴尾浜臨海公園南地区
管理事務所（48・9386）
　★シングルマザーズ・カフェ　日 3
月14日（土）午後2時～ 会 男女共同参
画センター　ウェーブ 対 シングルマ
ザー、シングルマザーになるかもしれ
ない人 定 あり 申・問 ウェーブ（64・
9495） 託 あり
　★エコツアー「“歴史”と“自然”の深
い関係～文化財めぐりｉｎ甲東地区」
日 3月15日（日）午前9時半に阪急甲
東園駅改札口に集合 定 あり 申・問 甲
子園浜自然環境センター（49・6401）
　★菊作り講習会　日 3月15日～9
月20日の日曜（7回）午後1時半～ 
会 中 央 公 民 館 問 西 宮 菊 花 協 会
（06・6492・6128…長崎方）
　★地域五輪「大甲東宴」　日 3月
15日（日）午後3時～ 会 甲東ホールな
ど 内 落語、テノール歌手などのステ
ージ、パネルディスカッションなど
問 同宴製作委員会（0120・214・
620…就職デパート逸材屋内）
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①将棋（前期）
日 4月7日～9月15日の火曜（12回）午
後５時15分～ ￥ 2400円 定 14人程度
②習字（前期）
日 4月7日～9月29日の火曜（20回）
午後5時15分～ ￥ 毛筆のみ6300
円、毛筆と硬筆6780円 定 14人程度
③絵画（前期）
日 4月10日～9月18日の金曜（15回）午
後５時15分～ ￥ 2800円 定 3人程度
④トランポリン体操（通年）
日 4月10日～来年3月20日のおおむね金曜
（41回）午後５時半～ ￥ 5800円 定 16人程度

はじめまして赤ちゃんといっしょ～プレマ
マも寄っといDａｙ
日 3月18日(水)・25日(水)の午後2時～ 
対・定 生後6カ月までの子と保護者…各20
組 ▽初妊婦…各10人 申 ハガキに催し名、
希望日、住所、氏名、電話番号、子の氏名・生
年月日（初妊婦は出産予定日）を書き、3月4
日までに同センター。多数の場合抽選
子育て学習グループ「のびのび」
日 4月～7月の①水曜、②金曜の午前10時
～ 内 グループ活動を通した親子交流 対 ①
生後6カ月～1歳6カ月の子と保護者、②1
歳6カ月～2歳6カ月の子と保護者　※兄
弟姉妹で参加の場合は年上の子の年齢で申
込を 定 ①20組、②15組 申 往復ハガキに
催し名、希望曜日、住所、氏名、参加する子全
員の氏名（ふりがな）・生年月日・性別、電話
番号を書き、3月11日までに同センター。
多数の場合抽選（初参加者優先）

若竹こども講座

みやたん人形をつくろう

環境学習サポーター養成講座

子  供・子 育 て子  供・子 育 て子  供・子 育 て
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　★鳴尾図書館の催し　日・内 下表の
とおり 問 同館（45・5003）

　★生き物の写真展～多様な夙川流域
の 生 き 物　日 3月24日（火）～30日
（月）の午前10時（24日は午後1時）～
午後9時（30日は6時まで） 会 アクタ
西宮東館２階中央ひろば 問 阪神南県
民センタービジョン課（06・6481・
4542）　※28日（土）午後1時から大
学交流センターで環境シンポジウム
「身近な自然について」を開催。詳しく
は問合せを
　★未来医　XPO'15～あなたの暮
らしと医の博覧会　日 3月28日（土）
～4月5日（日）の午前10時～午後6時
（5日は5時まで） 会 神戸国際展示場
（神戸市） 内 最新の医療・医学や科学
の体験型博覧会 問 同博覧会事務局
（078・302・0961）
　★阪神シニアカレッジ朗読の会発表
会　日 3月29日（日）午後2時～ 会 大
学交流センター 問 同会（0797・
84・5700…帆足方）
　★西宮蘭亭曲水の宴　日  4月18日
（土）午後2時～ 会 北山緑化植物園
内 詩歌の創作・発表 ￥ 2000円 定 あ
り 申・問 西宮蘭亭会事務局（22・
3326…宮原方）　※同宴で十二単
衣を着る参加者も募集（対 女性 定  あ
り申 あり）。また、4月18日（土）～
6月28日（日）の午前10時～午後4時
に同園で開催する書道作品展に出展す
る作品を3月17日まで募集。規格は
画仙紙半切。要出品料など。詳しくは
問合せを

　★V・チャレンジリーグ男子西宮大
会　日 3月7日（土）・8日（日）　※時間
は問合せを 会 県立総合体育館 内 兵庫
デルフィーノ戦 ￥ 2000円、小・中学
生・高校生1000円　※先着各200人
に限り、西宮市民は500円、小・中学
生・高 校 生300円 問 阪神バレーボー
ルコミュミティ事務局（06・6435・
9837）
　★遊・遊すぽーつ広場　日・会 いず
れも午後1時～。雨天中止 ▽3月11日
（水）…浜甲子園運動公園多目的広場 ▽

20日（金）…塩瀬中央公園多目的広場

▽25日（水）…リゾ鳴尾浜芝生広場 ▽

27日（金）…中央運動公園陸上競技場 
内 グラウンド・ゴルフなど 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） 
　★西宮市卓球協会の催し　日・内 下
表のとおり 会 中央体育館分館 
￥・定 あり 申・問 3月８日（②は各コー
スのおおむね前月10日）までに同協
会（090・4765・2066…石川方）

　★市民体育大会テニスシングルス　
日 4月5日～6月28日のおおむね日
曜・祝日（9回） 会 中央運動公園テニス
コート 内 男女・年齢・クラス別 対 在
勤・在学者可 ￥ あり 申・問 3月10日
ま で に 西 宮 市 テ ニ ス 協 会（72・
9369）

　★市立幼稚園の保育補助員　内 特
に教育的配慮の必要な園児の保育補助
業務。勤務は4月～9月（8月を除く）の
週5日24時間程度。期間更新可 対 保
育経験の豊富な人（幼稚園教諭免許・
保育士資格取得者が望ましい）定 あ
り 申 2月27日～3月5日に特別支援
教育課（67・6885）。履歴書持参　
※試験は3月9日または10日
　★介護人材確保等支援事業による特
別養護老人ホームの介護職員　内 勤
務しながら、介護職員初任者研修を法
人負担で受講可 申・問 第２シルバーコ
ースト甲子園（43・0801）
　★自衛隊幹部候補生　対 22歳～
25歳 申・問 5月1日までに自衛隊西
宮地域事務所（66・7066）
　★子育てホームたけのこの保育士　
内 月曜～土曜の午前7時半～午後7時
のうち4時間～8時間。土曜勤務あり 
対 資格取得者 定 若干名 申・問 同子育
てホーム（48・4761）

　★耳の日無料相談　日 3月3日（火）
の午後2時～4時 会 兵庫医科大学病
院耳鼻咽喉（いんこう）科外来 問 同病
院耳鼻咽喉科医局（45・6493…午後1
時～4時半）
　★西宮市肢体障害者協会　機能回復
訓練　日 3月6日（金）午前8時半に総
合福祉センターに集合 内 赤穂・日生方
面への移動研修 対 身体障害者手帳を
持つ肢体障害者（車いす可） ￥ 2500
円 定 48人 申 3月2日の午前10時～
午後2時に参加費を添えて同センター
ラウンジ前。先着順 問 同協会（47・
0201…宮下方）
　★耳の日のつどい記念講演会　
日 3月7日（土）午後1時半～ 会 総合
福祉センター 対 聴覚障害者や家族な
ど 問 西宮市聴力言語障害者協会（49・
8227…FAX兼用)　※要約筆記あり
　★権利擁護セミナー　日・会 ①市民
交流センター… 3月9日（月）午後1時
半～ ▽②山口公民館… 16日（月）午後
1時～ 内 成年後見制度について 問 西
宮市高齢者・障害者権利擁護支援セン
ター（37・0024）　※②のみ専門相談
会を開催。要申込。詳しくは問合せを
　★県立西宮病院のボランティア募集
内 月曜～金曜の午前9時～正午。入院
案内、外来患者の受付案内など 問 同病
院（34・5151）

　★西宮市「暮らしとこころのなんで
も相談会」　日 3月5日（木）の午後1
時半～4時 会 ハローワーク西宮  問 保
健所健康増進課（26・3160）
　★消費生活センター３月の相談会
日・内 消費者法律相談…18日（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… 10日（火）、24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）

　★西宮若者サポートステーションの
セミナー　日・内 下表のとおり 定 あり 
申・問 同ステーション（31・5951）

　★西宮市中高年しごと相談室のセミ
ナー　日・内 下表のとおり 会 勤労会館 
定 あり 申・問 同相談室（38・8321）

　★看護職の合同就職説明会&看護系
学校進学セミナーin阪神南　日 3月
14日（土）の午後1時～4時 会 市役所
東館8階 対 就職説明会…復職希望の
看護職、看護学生 ▽進学セミナー…高
校生、社会人など 問 県ナースセンター
（078・341・0240） 託 あり
　★甲種防火管理新規講習　日 3月
19日（木）・20日（金）。２回シリーズ 
会 消防局 ￥・定 あり 申・問 消防局予
防課（32・7316）

会 情報センターなど ￥・定 あり 申 3月2日午前９時（ＨＰ受付は正
午）から情報センター（0798・32・8899鰹HP http://n4c.jp）。先着順

健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し

４月分

　★県立神戸高等技術専門学院（神戸
市）入校生募集　日 4月開講 内 半年・
1年・2年コース 対 求職者 ￥・定 あり 
申・問 3月5日までに同学院（078・
794・6630）。選考あり　※3月1日
に見学会あり（要申込）
　★ひょうごラジオカレッジ（兵庫県
高齢者放送大学）の平成27年度学生募
集　内 毎週土曜午前6時半から放送の
ラジオ講座（高齢期の生き方、健康問題
など）を聴き、感想文を提出 対 県内在
住の50歳以上の人 ￥ 6000円 定 あ
り 申・問 4月24日までに同カレッジ
（079・424・3343）
　★尼崎市立成良中学校琴城分校（夜間
学校）　対 15歳以上で中学校を卒業し
ていない人 申・問 5月31日までに同校
（06・6482・5438…午後1時～9時）

　★関西学院大学図書館の一般公開利
用登録　日 通年（4月～来年3月）、半
期（4月～9月） 対 20歳以上（他大学
の教職員・学生、大学受験生を除く）で
調査・研究の目的が明確である人 
￥・定 あり 申・問 3月14日までに同
館（54・6123）

そ   の   他そ   の   他そ   の   他

開催日コース名開催日コース名
4日午前・午後2013入門①(文書作成)・②(文書編集)

ワ
ー
ド

2日午前パソコンことはじめ（無料）(Windows8.1)初
心
者

18日午前・午後2013活用①(図形)・②(書式)2日午後パソコン初歩の初歩（Windows8.1）
27日午前・午後2013活用③(表)・④(便利わざ)22日午後キー入力マスター②（タッチタイプ）
10・17日夜間2010活用①(図形)・②(書式)3日午前・午後8.1入門①（操作・設定）・②(ファイル基本）ウ

イ
ン
ド
ウ
ズ 7日午前・午後2013入門①(表計算の基本)・②(関数とグラフ)

エ
ク
セ
ル

22日午前8.1update活用①(新機能と設定）
16日午前・午後2013活用①(データベース作成)・②(よく使う関数)9日午前・午後入門①（基本)・②(検索)ネ

ッ
ト

23日午前・午後2013活用③(シート操作)・④(データベース活用)14日終日ブログ作成入門
28日午前・午後2013活用⑤(関数活用)・⑥(ピボットテーブル・グラフ)21日終日実践！ウィルス対策
 8日終日エクセルで学ぶVBA実践①4・25日終日イラストレーター活用①・②

Ｄ
Ｔ
Ｐ
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ

15日終日エクセルで学ぶVBA実践②10・17日終日フォトショップ活用①・②
11日終日パワーポイント2013入門ビ

ジ
ネ
ス
・
実
用
等

14日午前イラストレーターで学ぶカラー＆配色講座
25日終日パワーポイント2013活用14日午後フォトショップで学ぶカラー＆色調補正講座
18日終日アクセス2013基礎（会員管理）6日終日めざそう！Webデザイナー
24日終日アクセス2013応用（会議室予約）13日終日Fireworks基礎 
23日午前・午後初めてのフォトショップエレメンツ・活用20日終日Fireworks実践
11日終日AutoCAD入門◇スクラップブッキングでアルバム作成…13日午前　￥1000円

※受講料は各3000円～6000円、夜間のみ大学交流センターで開催。3月開催分も受付中。
   その他の講座もあります。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 

人  事  募  集人  事  募  集人  事  募  集

相     談 相     談 相     談 

スクール・資格スクール・資格スクール・資格

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

①中国有名選手による小・中・一般・高齢
者卓球教室
日 3月25日（水）～27日（金）、30日（月）・
31日（火）の午後1時～。5回シリーズ 対 小
学生以上 
②中国有名選手による中高年卓球講習会

日 いずれも木曜午前9時～ ▽4月コース（5
回）…2日～30日 ▽5月コース（4回）…7日
～28日 ▽6月コース（4回）… 4日～25日

▽7月コース（３回）…2日～16日 

ハローワーク徹底解剖　120％活用術

日 3月10日（火）午後1時半～ 内 講義とワー
クショップ 対 40歳以上の求職者

60歳からのはたらき方を考える～もっと
社会に貢献したい！！

日 3月13日（金）午後1時半～ 内 講義と個別
相談 対 60歳以上の求職者など

就職意識啓発セミナー「“はたらく”自分へ
動き出す！」
日 3月4日（水）午前10時～ 会 金田運輸 
内 職場見学とブランクを克服した社会人と
の交流会 対 就職に悩む39歳までの人
自立就職支援セミナー「ニートが家族に期
待すること」
日 3月13日（金）午後1時半～ 会 勤労青少年
ホーム 内 体験談と個別相談会 対 働くことに
踏み出せない39歳までの人やその家族など
若者のための就職応援プログラム「ホンキ
の就職」
日 3月9日（月）・12日（木）・16日（月）・19日
（木）の午後0時半～。4回シリーズ 会 勤労青
少年ホーム 内 自己分析や面接練習など 
対 39歳までの求職活動中の人　※同ステー
ションへの登録が必要

小野啓写真展＆写真集ブックフェア
日 3月24日(火)～5月6日(水)の午前10時
～午後6時。月曜・第1木曜休館
ワークショップ「プロカメラマンが指導す
る撮影体験、高校生同士でポートレートを
撮影！」
日 3月24日（火）午後1時～ 対 高校生 
定 25人 申 往復ハガキに催し名、住所、氏
名、学校名、学年、電話番号を書き、3月11日
（必着）までに同館（〒663－8178甲子園
八番町1－20）。多数の場合抽選

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

①2日（月）～8日（日）、②16日（月）～22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」…「阪急電車」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ミニ
コーナー。今回は鳴尾東小学校区を散策
9日（月）～15日（日）
サンテレビ西宮市広報番組「出会いのまち西
宮」再放送…市などが昨年10月に発行した冊
子「銘菓のしおり」を片手にレポーターが和菓
子店と西宮レトロに出会う小さな旅をお届け
23日（月）～4月5日（日）
西宮ライブラリー「ＴＨＥ文化財探訪」…最
終回は「明治時代の酒蔵」がテーマ。これま
で集めた音色カードがついに…
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）

【３月分】

西宮徹底解剖（３月分）
日 第1月曜～第4月曜の午後8時半から30
分間 内 頭脳明せき・経験豊富なゲスト
ティーチャーが、さまざまな角度から知ら
れざる西宮を解き明かす、驚き・発見・感
動が満載の番組。3月のテーマは「西宮の
桜」。ゲストティーチャーは西宮市公園緑地
課の藤原隆之さん。放送終了後は、市のホー
ムページのトップページ「さくらＦＭ」か
ら音声配信あり

「火の用心コンサート」
日 3月8日（日）正午から2時間 内 西宮市消
防音楽隊によるコンサートを収録し放送

「にしのみや万葉セミナー」
日 3月15日（日）正午から3時間半 内 犬養
万葉記念館に協力する会代表の山内英正さ
んによる人気の講座を収録し放送

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 問 広
報課（0798・35・3402） 

※災害時等には随時、緊急情報を放送

3月8日～31日…山火事予防運動
について▷病院情報…平日の午後
5時（土曜は午前11時）～翌朝8時
と日曜・祝日の24時間
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