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①11:00、②13:00 ～
※②みやたん登場

今昔風景写真・俳句展示

市内の名所を撮影した過去と現在
の写真と俳句協会会員の作品展示
こども工作ひろば
10:00 ～ 15:30西宮の酒のPR・販売

10:00 ～ 16:00

作品展など
桜と文化のつどい

10:00 ～ 16:00
こどもぬり絵教室

10:00 ～ 16:00
西宮の和洋菓子の紹介・販売

西宮ブランド創造ブース

10:00 ～ 11:00 に受付
お花見ウォーク（クイズラリー）

10:00 ～ 15:00 に受付
桜めぐりミニツアー

11:00 ～ 15:20 に受付
ペタンク大会

10:00 ～ 14:00 に受付。中学生
以下対象　※画材・画板要持参

こどもさくら写生会

桜の下の小さなコンサート

和ろうそくの実演販売
10:00 ～ 16:00
兵庫県指定伝統的工芸品の実演販売

苦楽園さくら カーニバル
11:30 ～
吹奏楽やキッズダンスなど

阪急夙川駅から大井手橋までの夙川両岸、片鉾池北側の一部は民家
に接しているため、午後6時～翌朝の夜間花見を禁止

苦楽園口会場 阪急苦楽園口駅 
南東河川敷 夙川会場 夙川公民館周辺 満池谷会場 震災記念碑公園

観桜茶会　抹茶と和菓子
10:00 ～ 15:00
無くなり次第終了。参加費500円

 西宮観光協会（0798・35・3321）問

問 公園緑地課(0798・35・3611)

夙川舞桜
夙川周辺の桜から自然交配に
より誕生し、市民
投票により命名さ
れる。淡紅色のあ
と、白色に変化

・海辺の道公園（西宮浜4丁目）
・瓦林公園

西宮権現平桜
桜博士・笹部新太郎氏が絶賛
した桜「権現平桜」
の種子に由来する。
一重で大輪の白い
花が特徴

・六湛寺南公園
・高座山公園
・津門中央公園

★笹部さくらコレクション「さくら百色」＠白鹿記念酒造博物館
【日時】5月27日（月）までの午前10時～午後5時（入館は4時半まで）。
           火曜休館、ただし4月30日は開館。4月22日は記念館閉館
【料金】500円。小・中学生250円
【住所】鞍掛町8－21☎0798・33・0008

満池谷・甲山の桜の植樹を指導！桜博士・笹部新太郎さん
　日本固有の山桜、里桜の保護や育成に人生を捧げ、水上勉の小説
「櫻守」のモデルにもなった人物。西宮では満池谷や甲山周辺など、
桜の名所の管理・育成に尽力し、昭和42年度の市民文化賞を受賞。

問 植物生産研究センター (0798・74・5970)

　西宮市植物生産研究センターでは、植物バイオテクノロジーを
活用した「西宮市オリジナルサクラ」の苗木を生産しています。

苦楽園ライトアップ

　西宮市の市花は「さくら」です。市花は、市内に桜の名所が多いこ
とから、昭和40年に公募により制定されました。夙川公園の桜は昭和
24年に1000本植樹されたことに始まり、現在約1660本が咲き誇り
ます。さくら名所100選にも選ばれた美しい桜を、お楽しみください。

夙川会場から苦楽園口会場ま
で徒歩20分～25分（約1.3㌔㍍）

10:00 ～ 16:00
タイムトラベル西宮

約50年前に作られた映像の上映会

コマ回しや手作り玩具

10:00 ～ 16:00

西宮市吹奏楽団によるコンサート

・すみれ台中央公園

西宮オリジナルの桜を探そう！

4/1～7

桜の木の下でぬり絵
に挑戦

桜の名所
よみうりカントリークラブ
阪急バス「読売ゴルフ場」

東山台
JR「西宮名塩」駅から東へ徒歩約10分

有馬川緑道
さくらやまなみバス「下山口」

丸山貯水池（金仙寺湖）
さくらやまなみバス「金仙寺」

北山緑化植物園
さくらやまなみ・阪急・阪神バス「柏堂町」

神呪寺（甲山88カ所）
阪急・阪神バス「甲山大師」

甲山森林公園
阪神バス「県立甲山森林公園前」

学園花通り
阪急バス「上甲東園」

廣田神社（コバノミツバツツジ）
阪神バス「広田神社前」

武庫川河川敷
JR「甲子園口」駅から東へ徒歩約8分

小曽根公園
阪神バス「小曽根三丁目」から東へ徒歩約4分

新西宮ヨットハーバー
阪神バス「ヨットハーバー前」

鳴尾新川沿い
阪神電車「東鳴尾」駅から西へ徒歩約3分

越水浄水場
阪急電車「苦楽園口」駅から東へ徒歩約10分

満池谷・ニテコ池
阪急電車「苦楽園口」駅から東へ徒歩約10分

　市内には桜を楽しめるスポットがたくさんあります。
また、南部地域と北部地域では開花時期に差があるため、
長く桜を楽しむことができます。

越水浄水場さくらの通り抜け
　上下水道局は、3月30日（土）～4月7日（日）に越水浄水場の一
般開放を行います。時間は午前10時～午後4時半（土・日曜は午
前9時～午後5時）。また、北山貯水池と丸山貯水池でも桜が楽
しめます。いずれも自動車、自転車、ペットを連れての入場や、
場内での飲食はできません。問合せは、越水浄水場と北山貯水
池については浄水課（0798・74・6616）、丸山貯水池につい
ては北部水道事業所（078・904・2482）へ。

◆にしのみや水道フェスタ　4月4日（木）の午前10時～午後4時半
に越水浄水場で。パネル展示や水の飲み比べ、浄水処理の実験やク
イズラリーなど。問合せは上下水道総務課（0798・32・8002）へ

3/30～4/7

などなど

苦楽園口会場から満池谷会
場まで徒歩10分～15分（約
700㍍）

丸山貯水池（金仙寺湖） 学園花通り

しゅくがわまいざくら にしのみやごんげんだいらざくら

※夙川公園や笹部新太郎さんについては、にしのみやインターネットテ
レビでも配信。【時空の旅　さくらと夙川公園】
問合せは広報課（0798・35・3487）

※所要時間はお花見の時期
の目安です。歩くペースや
混雑状況により異なります

公園では、商行為やバーベキューなど利用者や近隣住民の迷惑に
なる行為、場所取りは禁止

4月15日（月）以降は、夙川公園全域において、宴会などに類する行
為を禁止します。なお、落花状況に応じて、期間を変更する場合があ
ります。詳しくは市のホー ムページ（ページ番号：56942469）をご
覧ください

花見期間中の土・日曜は、羽衣橋からこほろぎ橋まで歩行者の交
通整理を実施（阪急夙川駅東側は、夙川さくら道に沿って、西側を
北向き、東側を南向きの一方通行とします）

※桜が散り次第終了

西宮さくら祭4/7(日)

●発行（毎月10・25日）／西宮市役所：〒662―8567 六湛寺町10―3  ☎0798･35･3151（代表）　● ホームページ  https://www.nishi.or.jp/
● 編集／政策局市長室広報課 ☎0798･35･3400　　　vo_kouhou@nishi.or.jp　● 携帯サイト「ふろむ西宮」 https://www.nishi.or.jp/mobile/
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毎月十日は「とおかしの日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月7日は県議会議員、21日は市議会議員選挙・・・

８面

各種納付案内コールセンターを拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西宮市まちづくり賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３面

２面
２面病児保育、休日保育を拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４面

オープニングセレモニー
鏡開きと振舞い酒
11:00 ～
※振舞い酒は数量限定



施設名 指定管理者 担当課(市外局番は0798)
夙東市民館 夙東市民館運営委員会

地域担当課（35・3279）
船坂里山学校 船坂小学校跡地施設

管理運営委員会
食肉センター
食肉地方卸売市場 キャンフォラ 食肉センター管理課

（35・3939）
介護老人保健施設
すこやかケア西宮 西宮市社会福祉事業団 高齢福祉課（35・3195）

身体障害者福祉センター
視覚障害者図書館 西宮市社会福祉協議会 障害福祉課（35・3095）

応急診療所 西宮市医師会 保健予防課（35・4492）
甲山自然環境センター等
（甲山自然の家・甲山キャンプ
場・社家郷山キャンプ場・甲山
自然学習館・仁川緑地）

こども環境活動支援協会 みどり保全課
（35・3039）

留守家庭児童育成センター
（春風・小松・北夙川・
樋ノ口・北六甲台・甲陽園）

西宮市社会福祉協議会

育成センター課
（35・3206）留守家庭児童育成センター

（深津・苦楽園）
シダックス大新東
ヒューマンサービス

留守家庭児童育成センター
（夙川・大社） 労協センター事業団

香櫨園地域子育て支援施設 神戸YMCA福祉会 子育て総合センター
（39・1521）

北山学園 甲山福祉センター 発達支援課（65・1936）

問 花と緑の課（0798・35・3784）

　市などは、5月24日（金）～26日
（日）に六湛寺公園で開催する「フラ
ワーフェスティバルin西宮」の「ガー
デンコンペ」に出展する作品を募集
しています＝右表参照。申込方法な
ど問合せは花と緑の課へ。
　※詳しくは市のホームページ
（ページ番号：40523784）をご
覧ください

フラワーフェスティバル in 西宮 に出展しませんか

　市は、市の施設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。指定期
間満了などにより、新たに指定管理者を指定した施設は下表のとおりです。

▶指定管理者制度について…政策経営課（0798・35・3600）
▶各施設の管理運営について…各担当課へ問

コミュニティ花壇部門
自治会や園芸クラブなどの団体による
地域での花壇活動を写真と調書で発表。
申込は4月15日まで

テーマガーデン部門
ミニ花壇の展示。1区画の大きさは2㍍
×2㍍。主催者が材料費の一部を負担。
申込は5月9日まで

コンテナ・ハンギング部門
フラワーポット、ハンギングバスケッ
トなどの寄せ植えを展示。合計100点
を予定。申込は5月9日まで

ガーデニング作品 募集中

　国民健康保険（以下、国保）の加入・脱退には届出が必要です。下表の
事実が発生した場合は、１4日以内に国民健康保険課（市役所本庁舎１階）
または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション（土・日
曜、祝日を除く）に届け出てください。手続きが遅れると保険料を二重に
支払わないといけない場合があります。手続きに必要なものなど、詳しく
は市のホームページ（ページ番号：57256１98）でご確認ください。

　市は、病気やけがなどにより保育所等での集団生活が困難な児童を一時
的に預かる、病児保育事業を実施しています。既存の4施設に加え、4月
から新たに「高須の森保育園」内の「高須の森　病児保育ルーム」で病児
保育を開始します。病児保育施設の一覧や利用方法、必要書類など詳しく
は市のホームページ（ページ番号：47１99357）をご覧ください。

【施 設 名】高須の森 病児保育ルーム
【住　　所】高須町１丁目１－20
【電話番号】080・2441・0014
【対　　象】生後6カ月～小学生
【利 用 料】１日2000円（生活保護世帯は減免制度あり）
　　　　　　※給食あり（500円。弁当持参可）
【開 所 日】月曜～金曜の午前8時～午後6時、土曜の午前8時～午後１時
　　　　　　※日曜・祝日等、１2月29日～１月3日は休み
【利用方法】保育幼稚園支援課（市役所本庁舎7階）または施設で事前登
　　　　　　録のうえ、電話で予約

　市は、4月から「西宮市納付案内コールセンター」の対象科目を拡充し、
納付を忘れている人や遅れている人に納付の呼びかけを行います。
　同センターからの電話（0798・35・1761、0798・34・9555）では、
必ず「西宮市納付案内コールセンターの●●です」と名乗ります。還付金
案内や口座を指定して振り込ませたり、金融機関のＡＴＭ操作を指示する
ことは絶対にありません。
　また、同センターは納付の呼びかけのみを行います。納付相談やコール
センターについての問合せは各担当課までご連絡ください。
【開設時間】月曜～金曜の午前9時～午後5時半　※開設時間を変更する
場合や夜間、土・日曜に呼びかけを行う場合があります

各種納付案内
コールセンターを拡充

対象科目 担当課
市税 納税課（0798・35・3238）
国民健康保険料 国保収納課（0798・35・3091）
介護保険料 介護保険課（0798・35・3148）
留守家庭児童育成センター使用料 育成センター課（0798・35・3659）
母子父子寡婦福祉資金貸付金 子供家庭支援課（0798・35・3782）
児童手当返還金 子育て手当課（0798・35・3189）
児童扶養手当返還金 子育て手当課（0798・35・3190）

病児保育を拡充 休日保育を拡充
　市は、休日（日曜、祝日等）に保護者の就労等により児童の保育ができ
ない場合に保育を行う、休日保育事業を実施しています。既存の１施設に
加え、4月から新たに「西宮北口 こどもの園」で休日保育を開始します。
休日保育施設の一覧や利用方法、必要書類など詳しくは市のホームページ
（ページ番号：60477024）をご覧ください。

内容 休日保育 休日一時預かり

対象
児童

◆2号または3号の支給認定を受け、認可を受
　けた保育所・認定こども園・地域型保育事業
　所のいずれかを利用していること
◆保護者全員が就労などのため、休日等に保育
　が必要であること
◆月曜～土曜に、休日保育を利用する日の代わり
　に保育を利用しない日（代替休日）があること

◆左記にあてはまらない児童

利用
時間

◆短時間認定…午前8時半～午後4時半
◆標準時間認定…午前7時半～午後6時半

◆午前8時～午後6時

利用
料金

無料（給食含む）
※別途、衛生管理費（タオル、寝具等）300円
　が必要

有料（給食含む）
◆0歳児…5500円(１日)
◆１・2歳児…5000円(１日)
◆3歳児以上…4500円(１日)

利用
方法

事前に利用施設での面接が必要。その後、利用希望月の前月１日までに所定
の申込書等を施設に郵送または持参

　全国保育サービス協会加盟事業者が実施する在宅の病児・病後児保育
サービスを利用した場合、保育利用料の半額を助成します。必要書類など
詳しくは、市のホームぺージ（ページ番号：11877571）をご覧ください。

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3044）

訪問型病児・病後児保育利用料金助成制度

【対象児童】生後6カ月～小学生（利用の前後7日以内に医療機関を受診）
【助成上限】児童１人につき年間4万円。入会金や年会費は対象外
【申請方法】サービス利用後6カ月以内に、所定の申請書等を保育幼稚園
　　　　　　支援課（市役所本庁舎7階）へ

問 国民健康保険課（0798・35・3117）

「西宮北口 こどもの園」で休日保育開始「高須の森保育園」で病児保育開始
4月から 4月から

4月から

保育施設 西宮北口 こどもの園 西宮セリジェ保育園
住所 高松町5－１9 戸崎町4－１2

電話番号 0798・64・0800 0798・39・7863
定員 １0人(休日一時預かりを含む) 20人(休日一時預かりを含む)

手続きが必要な場合 必要なもの(※)

加
入

他の市区町村から転入 印鑑
職場の健康保険を脱退、または被
扶養者から外れた 職場の健康保険資格喪失証明書、印鑑

子供が生まれた 印鑑

脱
退

他の市区町村へ転出 国保の被保険者証
職場の健康保険に加入した、
または被扶養者になった

国保の被保険者証、脱退する人全員の職
場の健康保険被保険者証

国保の加入者が死亡した 国保の被保険者証、印鑑
そ
の
他

市内で住所が変わった 国保の被保険者証、印鑑
世帯主が変わった 国保の被保険者証、印鑑
修学のために別に住所を定めた 国保の被保険者証、在学証明書等、印鑑

(※)すべての届出に「世帯主」・「手続きの対象となる人」のマイナンバー
（個人番号）の分かるもの、手続きする人の本人確認書類（手続きする人
が世帯主または同一世帯員以外の場合は委任状等も）が必要

加入・脱退の手続きを
お忘れなく

指定管理者を新たに指定 

国民健康保険

（2）� 平成31年（2019年）3月25日　



お二人を表彰
西宮市まちづくり賞

　市は、「西宮市まちづくり賞」受賞者への贈呈式を3月26日に行います。
同賞は、活力と潤いのあるまちづくりに向け、都市の基盤整備や教育・文
化・福祉などの分野で功績のあった個人・団体に贈るものです。受賞者は
次のお二人です。

野条　昭男さん 　西宮市遺族会副会長・会長を歴任し、長年にわ
たり優れた指導力で慰霊祭等、戦没者遺族のため
に追悼と平和を祈念する活動を続け、戦争の記憶
の風化防止および遺族会の継続に尽力。また、名
塩財産区の議長や名塩会理事、名塩地区社会福祉
協議会顧問として、地域住民の福祉や文化の向上
に取り組み、本市の明るく住みよいまちづくりに
も大きく貢献。

　長年にわたり、鳴尾北地区環境衛生協議会会長
として地域の清掃活動をリードし、市民の環境意
識を高めるとともに、環境美化・ごみの減量・資
源のリサイクル活動を通じて本市の環境衛生の推
進に貢献。また、西宮市環境衛生協議会副会長・
常任理事を歴任し、きめ細やかな助言により同協
議会の運営を支えるなど、「環境学習都市にしの
みや」のまちづくりにも大きく寄与。

片山　幸代さん

問 秘書課（0798・35・3432）

犬を飼っている人へ
狂犬病予防注射 お忘れなく

4月 会場 時間

2日
（火）

東山台北公園 14：00～14：15
名塩南台中央公園 14：35～14：45
名塩ガーデン公園 15：10～15：20

3日
（水）

北六甲台天上公園 14：00～14：15
下山口公園 14：40～14：50

6日
（土）

生瀬高台
高雄台公園 14：00～14：30

東山台東公園 14：00～14：30
生瀬市民館 14：45～14：55
ＪＡ名塩支店 14：45～15：00
花の峯第二公園 15：10～15：20

　狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により毎年1回、生後91日以上の犬に
接種が義務付けられています。料金は3300円（注射済票交付手数料含む）
です。ただし、犬の登録が済んでいない場合は、別途登録料3000円が必
要です。登録済みの人には案内通知を3月下旬に送付します。通知裏面の
問診票に署名のうえ、下表の注射会場へご来場ください。

4月 会場 時間

7日
（日）

緑ケ丘コミュニ
ティプラザ前赤坂
峠公園

14：00～14：10

北六甲台鍋倉公園 14：00～14：20
名塩さくら台
中央公園 14：25～14：45

茶園場公園 14：45～15：00
名塩平成台
中央公園 15：05～15：15

名塩山荘北公園 15：20～15：35
9日

（火）
船坂小学校跡施設 14：00～14：10
剣谷第三公園 14：35～14：55

10日
（水）

宝生ケ丘
くすのき公園 14：00～14：10

青葉台第四公園 14：30～14：45
清瀬台南公園 15：05～15：20

13日
(土)

山口支所 14：00～14：30
東三公園 14：00～14：40
すみれ台東公園 14：50～15：05
マリナパーク南バ
ス停北 15：00～15：40

中野青木児童遊園 15：20～15：30
14日

（日）
若竹生活文化会館 14：00～14：20
瓦林公園東 14：50～15：40

平成31年度
狂犬病予防集合注射会場
　狂犬病予防集合注射を4月2
日～14日に巡回実施します（悪
天候等で中止の場合あり）。
　なお、指定の動物病院でも登
録と予防注射を行うことができ
ます（案内通知の持参を）。
※「中谷公園」会場は廃止となりました

問 動物管理センター（0798・81・1220）問 地域担当課（0798・35・3197）

市営住宅の入居者募集
申込は4月1日～11日

　市は、普通市営住宅と特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。今回
の募集は計31戸＝下表参照。申込資格など詳しくは4月1日から配布す
る申込案内書をご覧ください。　
　※次回の募集は7月の予定

【申込案内書の配布場所】
西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）、住宅入居・家賃課（市
役所南館1階）、市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・市民サービ
スセンター・分室、アクタ西宮ステーション、若竹生活文化会館
【申込】申込案内書に添付している申込書（1世帯1通）を西宮市営
住宅管理センターへ郵送（4月11日までの消印があり、かつ15日ま
での到着分が有効）を。重複申込無効

 普通市営住宅 計28戸（高齢・障害者等の一部優先枠あり）

 特定公共賃貸住宅 計3戸…両度町

西宮浜4丁目（うちシルバー住宅1戸、車いす住宅1戸）、高須町1丁目（うち
シルバー住宅1戸）、獅子ケ口町、六軒町、大社町、泉町、東町1丁目、池田町、
甲子園春風町、今津久寿川町、小松北町1丁目、東鳴尾町1丁目、上ケ原七・
十番町、高畑町、樋ノ口町2丁目

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

利用者募集
市民農園・川西花園

　市は、市民農園・川西花園の平成31年度の利用者を募集します。対
象は、作物・花の栽培と農園管理が十分にでき、他の市民農園を利用し
ていない人（4月20日に利用期間が終了する人は申込可）です。利用期
間は5月1日～来年4月20日（1年を限度に更新可）。車での来園不可。

問 農政課（0798・34・8495）

【申込】往復ハガキに、希望農園名、住所、氏名（ふりがな）、生年月
日、電話番号を書き、3月31日（消印有効）までに農政課（〒662－
8567六湛寺町10－3）へ。1世帯につき1農園1区画のみ。記載内容
の不備や複数申込、消せるボールペンでの記入は無効。名義貸し厳禁

募集農園 区画数
大森 15（2）
樋ノ口 26（5）
神垣 16（2）
下山口 16（2）
川西花園 24

★1区画約25平方㍍。カッコ内は65歳以上の高齢者
　優先区画数
★管理経費は、1区画につき年1万400円（大森は
　9600円）。納入後は返還しません
★各園に水道を設置（大森は井戸）
★川西花園は観賞用の花のみ栽培可（野菜の栽培は
　不可）

　市は、甲子園浜の自然環境を保全するため、甲子園浜
の一部を条例で「生物保護地区」に指定しています。
　渡り鳥（シギ・チドリ類等）が飛来する4月1日～5月
31日は、同条例に基づき、渡り鳥の餌場確保のため指
定区域内への立入りを禁止します（遊歩道は通行可）。
区域内での海釣りや潮干狩りはご遠慮ください。問 甲子園浜自然環境センター（0798・49・6401）

阪神電鉄

西宮浜

鳴尾浜
立ち入り制限区域

枝
川

甲子園浜甲子園浜

甲子園浜の一部
渡り鳥保護のため立入り禁止
4～5月

　市は、新たに香櫨園市民センター（川西町4番5号）を開設します。
新センターは、調理室と5つの集会室を備え
市民相互の親睦や文化活動などに利用でき
ます。また、市民が気軽に集えるスペース
として談話コーナーを設置しています。
【開館時間】午前9時～午後10時
【休館日】年末年始（12月29日～1月3日）
【料金】250円～1400円

4/4
利用開始 香櫨園市民センター

【公開抽選】4月9日午前10時から市役所本庁舎4階。結果は申込者
全員に通知　※利用契約締結時に、住民票（世帯全員分）、申込者本
人の印鑑登録証明書の提出が必要です（実印も持参を）

※上大市南農園は平成30年度で閉園

飼い主のマナーを守りましょう
■遺棄・虐待は犯罪です。愛情と責任をもって正しく飼いましょう
■犬の放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう
■散歩時の糞（ふん）尿は必ず始末しましょう
■迷子になってもすぐ見つかるように、首輪や迷子札で連絡先が分かるよ
　うにしましょう
■望まない子犬や子猫をつくらないように、避妊・去勢手術をしましょう
■猫は室内で飼育しましょう

さくら夙川
JR東海道本線

夙川

香櫨園

阪急神戸線

阪神本線

国道43号

国道2号

酒蔵通り

■
辰馬考古資料館

夙
川

■
中央図書館

香
櫨
園
市
民

セ
ン
タ
ー
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事業名 4月の日程 会場 備考

電話栄養相談 10日（水）・24日（水）の
9：30～11：30

栄養士による電話相談。実施日に
（0798・35・9530）へ

ぜん息・呼吸器
相談 24日（水）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

10日（水）13：00～15：00 山口
栄養士による相談22日（月）10：00～12：00

12日（金）10：00～12：00 塩瀬26日（金）13：00～15：00
若竹ふれ愛
健康相談 9日（火）10：00～11：00 若竹

公民館
健康・栄養相談など。相談の受付は
10：30まで。申込不要。問合せは北口へ

栄養相談 月曜～金曜（祝・休日を除く）
の9：30～16：30 保健所

対象は食事制限が必要な人など
栄養成分表示に
かかる相談 対象は製造業者、市民

こころのケア相談
（電話・面接）

月曜～金曜（祝・休日を除く）
の9：00～11：30、
13：00～16：30 保健所

ストレスや不眠など心の悩みやひきこ
もりに関する相談。実施日に（0798・
35・5066）へ　※面接は要予約

ひきこもり青年
の家族交流会 11日（木）13：30～15：30 事前の面接が必要。

申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉相談

2日（火）13：10～14：00 保健所
精神疾患、認知症、アルコール依
存など心の悩みに関する相談。
申込は（0798・26・3160）へ

3日（水）13：20～14：00 鳴尾
11日（木）13：20～14：20 塩瀬
19日（金）13：10～14：00 北口

保健所家族教室 17日（水）13：30～15：30 保健所 対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）へ

結核・感染症
健康相談 12日（金）9：30～11：00 保健所 相談、診察、検査など。一部有料。

申込は（0798・26・3675）へ
エイズ相談、
ＨＩＶ抗体検査

12日（金）9：30～11：00 保健所 相談、匿名による抗体検査。
申込は（0798・26・3675）へ25日（木）14：00～16：00

事業名 4月の日程 会場 備考

プレママ
料理教室

5月28日（火）10：45～
13：15

若竹
公民館

対象は2019年7月～9月出産予定の
初妊婦。定員25人。申込は4月2日から
北口へ

乳児健康相談

3日（水） 9：45～10：15 北口
身体計測と育児・栄養相談。母子手帳、
おむつ替え用のシートなどの持参を。
対象は生後13カ月未満（子どもや家族
に1週間以内におう吐や下痢、発熱があ
る場合はご遠慮ください）。申込不要
※身体計測のみ希望の場合は、午前に
実施する会場は10：45まで、午後に実
施する会場は15：00まで受付
問合せは★印…北口へ

9日（火）10：00～10：30 ★若竹
　公民館

15日（月）13：30～14：30 鳴尾

はじめての
離乳食講座 16日（火）10：30～11：50 北口 対象は2018年10・11月出生の第1子

と親。定員36人。申込は3月29日から
山口・塩瀬
離乳食
講習会

5月10日（金）10：30～
11：45

塩瀬
公民館

対象は2018年4月～12月出生の第1
子と親。定員15人。申込は3月29日か
ら塩瀬へ

離乳食講座 23日（火）10：30～11：45 北口 対象は2018年3月～7月出生の第1子
と親。定員30人。申込は4月5日から

親子の歯の
教室

10日(水)・24日(水)の
13：30～15：30 保健所 歯科健診・歯磨き指導など。対象は

小学校入学前。申込は3月29日から

ぜん息・アレ
ルギー相談 15日（月）14：00～15：30 鳴尾 医師などによる相談。対象は中学生以下

 応急診療
内科、小児科 小児科 歯科 耳鼻咽喉科、眼科 外科、産婦人科、内科、小児科

名称 西宮市応急診療所 阪神北広域こども急病センター 西宮歯科総合福祉センター 休日夜間急病診療所(尼崎健康医療財団) 在宅当番医制…消防テレホンサービス
（0798・22・9999）、健康医療相談ハロー
にしのみや（0120・86・2438）で確認を

住所 池田町13－3 伊丹市昆陽池2丁目10 甲子園洲鳥町3－8 尼崎市水堂町3丁目15－20
電話 0798・32・0021 072・770・9988 0798・41・2031 06・6436・8701

受付
時間

月曜～金曜…20：30～23：15
土曜…17：00～23：15
日曜、祝・休日…  9：00～13：45
　　　　　　　17：00～23：15

全日…深夜0：00～翌朝6：30 日曜、祝・休日…9：30～12：00
土曜（耳鼻咽喉科のみ）
…18：00～20：30
日曜、祝・休日…9：00～16：00

月曜～金曜…18：00～翌朝8：00
土曜…12：00～翌朝8：00
日曜、祝・休日…8：00～翌朝8：00

B型肝炎、四種混合、BCG、麻しん風しん混合、日本脳炎などの各種定期予防接種を
市内委託医療機関で実施しています。市外で接種する場合は、事前に手続きが必要で
す。接種予定日の10日前までに保健予防課に連絡してください。
≪麻しん風しん混合2期≫2019年4月から小学校に入学する人は、3月31日までに委
託医療機関で接種してください。4月以降は有料になりますのでご注意を。

子供の定期予防接種 問合せは保健予防課
（0798・35・3308）へ

　受付時間は午前8時45分～午後5時半。
　市のホームページ（ページ番号:26040122、96395942）
からも健診などの情報を見ることができます。

【問合せ】　　市外局番のないものは（0798）

中央保健福祉センター 染殿町8ー3 西宮健康開発センター1・2階
☎35・3310、35・3127

鳴尾保健福祉センター 鳴尾町3丁目5－14 鳴尾支所2階
☎42・6630

北口保健福祉センター 北口町1ー1 アクタ西宮西館5階
☎64・5097

塩瀬保健福祉センター 名塩新町1 塩瀬センター1階
☎0797・61・1766

山口保健福祉センター 山口町下山口4丁目1ー8 山口センター2階
☎078・904・3160

保健所 江上町3ー26☎26・3667
※会場の表記は次のとおり▷中央…中央保健福祉センター
▷鳴尾…鳴尾保健福祉センター▷北口…北口保健福祉センター
▷塩瀬…塩瀬保健福祉センター▷山口…山口保健福祉センター

《にしきた献血ルーム》 ▽全血献血…10：00～13：00、14：00～17：30
▷成分献血…10：00～13：00、14：00～17：00

献血 (4月分) 問合せは保健予防課
（0798・35・3301）へ

【会場・日程】西宮市役所前…10日(水)の10:00～12:00、13:15～16:00▷メルカー
ドむこがわ…14日(日)の10:00～12:00、13:15～16:30▷JR西宮名塩駅前…28日
(日)の9:30～12:00、13:15～16:00　※このほかに追加で実施する場合あり

【対象年齢】2019年4月～2020年3月に誕生日を迎える年齢で確認を
【申　　込】4月1日～実施日の2週間前（4月の空き区分は受付中）。定員あり。先着順
◆ 電話番号はよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします

歯周疾患検診 対象は40・50・60・70歳。個別通知。500円　※70歳は無料

個別受診について
▪西宮市各種健康診査（すこやか健康診査を除く）…無料　▪大腸がん検診…1200円
▪肝炎ウイルス検診…1200円　▪乳がんマンモグラフィ併用検診…1800円
▪子宮頸がん検診…1400円　
※すこやか健康診査、胃がん、肺がん・結核、前立腺がん、骨粗しょう症検診は個別受診なし

西宮市各種健康診査 日程は下表のとおり
▪すこやか健康診査…35歳～39歳。1500円
▪国民健康保険特定健康診査…40歳以上の対象者に受診券を4月末に送付予定。無料
▪長寿（後期高齢者）健康診査…対象者に受診券を4月末に送付予定。無料
▪基本健康診査…40歳以上で2019年度中に健康保険証が変わった人と生活保護受給者。無料

※健診予約には受診券が必要です。「すこやか健康診査」と「基本健康診査」の健診希望者は、
　健康増進課へ受診券発行の申込を。申込後、受診券を送付します。40歳～74歳で職場の
　医療保険などに加入している人は、加入先の医療保険者に問合せを

女性のための検診
▪乳がんマンモグラフィ併用検診…40歳以上の偶数歳。1500円
▪骨粗しょう症検診…30歳以上。900円
▪子宮頸(けい)がん検診…20歳以上の偶数歳。1000円

健康ドック 総合健康診査…30歳以上。1万6900円
会場 5月の日程 申込

北口保健福祉センター
検診施設（☆）

月曜～金曜(祝・休日を除く)の
8：45～12：00

0798・61・7133… 月 曜 ～
金曜（祝・休日を除く）

▪胃がん検診…40歳以上。1000円　
▪大腸がん検診…40歳以上。600円
▪肺がん・結核検診…40歳以上。300円
　　　　　　　　　  喀痰(かくたん)検査を対象者に実施(700円)
　　　　　　　　　  アスベストに不安のある人は予約時に申し出を
▪前立腺がん検診…50歳以上。1000円　
▪肝炎ウイルス検診…40歳以上の未受診者。700円

■西宮市各種健康診査、がんなど各種検診の日程など

5月の健診（検診） 問合せは健康増進課
（0798・35・3127）へ

会場 5月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設（☆）

月曜～金曜(祝・休日を除く)、
19日（日）の8：45～12：00

0798・61・7133…月曜～金曜
（祝・休日を除く）

西宮市医師会診療所 20日(月)・27日(月)の
8：45～12：00

0798・61・7077…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の9：00～17：00

会場 5月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設（☆）

水・木曜（祝・休日を除く）の12：45～
16：30　※子宮頸がん検診は木曜のみ

0798・61・7133… 月 曜 ～
金曜（祝・休日を除く）

保険証など持参を

【受 診 料】詳細は下記参照。70歳以上無料(肺がん・結核検診の胸部X線検査に限り65歳以
上無料)。市民税非課税・生活保護世帯は、事前の申請により無料（前立腺がん検診、健康
ドックは対象外）。申請は希望の健診（検診）を申込後、 受診の2週間前までに健康増進課へ

委託医療機関で個別に受診できる健康診査・検診は下記の通り

　北口保健福祉センターで実施している健康診査・がん検診はイン
ターネットで予約ができます。詳しくは西宮市医師会ホームページ
(https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/)。

予
約
は
こ
ち
ら

子育て関係 (4月分) 要予約。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く。先着順

□▪3歳児健康診査（2015年11月出生）、1歳6か月児健康診査（2017年9月出生）、
10か月児健康診査（2018年6月出生）、4か月児健康診査（2018年12月出生）は対
象者に個別通知しています。通知が届かない場合は中央へ連絡を。※カッコ内は対象

相談など (4月分) 要予約。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く。先着順

申込は各会場へ

がんなど各種検診 日程は下表のとおり　※受診券不要

（☆）はインターネットで予約ができます

※受診券不要

ち
ゃ
ん

溝
端 

ゆ
り

 

（
1
歳
1
カ
月
）
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【配偶者等からの暴力の相談】西宮市DV相談室（0798・23・6011）…月曜～金曜の午前9時～午後５時半（祝・休日を除く）



子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�0歳からのファミリー
　コンサート～わくわく遊園地

日 4月6日(土)午前10時45分～ 
会 フレンテホール
￥ 500円。3歳以下無料
定 あり
申・問 大阪音楽大学付属音楽院さくら
夙川校（38・6630）

★子育て総合センターの催し

日・内 下表のとおり
申 ハガキに催し名、②は希望日（ど
ちらか）、住所、氏名、電話番号、子
の氏名（ふりがな）・生年月日（初妊
婦は出産予定日）・③は性別を書き、
各締切日（必着）までに子育て総合セ
ンター（〒662－0853津田町3－40
☎39・1521） 　※市のホームページ
（ページ番号：74727006）からも
申込可
①はじめまして赤ちゃんといっしょ
　�in�鳴尾中央センター
日 4月12日（金）午後1時半～ 対 おおむね
6カ月までの子と保護者 定 20組程度。多
数の場合抽選 申 4月2日まで
②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 4月19日（金）・26日（金）の午前10時～ 
対 平成30年10月1日以降に生まれた子と
保護者、初妊婦 定 各回20組程度。多数の
場合日程調整 申 4月1日まで
③子育て学習グループ「のびのび」
　参加者募集
日 5月8日～6月26日の水曜（8回）午前
10時～ 対 1歳6カ月～2歳6カ月の子と保
護者 定 15組。多数の場合抽選（初参加者
優先） 申 4月15日まで

★�ラグビーカーニバル

日 4月14日(日)の午前
10時～正午。荒天中止
会 能登運動場
内 ラグビー体験や
お菓子釣りなど
対 3歳～小学生の子と保護者
問 西宮甲東ジュニアラグビークラブ
（090・1586・1084…満園方）

★�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり 
会 ③は甲子園浜 
問 同館（37・0485）
①サクラガイを使ったペンダント作り
日 4月7日（日）の午前10時～午後4時　
※材料が無くなり次第終了 
￥ 200円（別途要入館料） 
※同日午後5時まで「サクラガイの展示」を
実施。当日入館者先着100人にウミウシス
トラップまたはマグネットをプレゼント
②シェルストラップを作ろう！
日 4月13日（土）の午前10時～午後4時　
※材料が無くなり次第終了 
￥ 100円（別途要入館料）
③甲子園浜の生きものウォッチング
日 4月21日（日）正午～ 
対 小学生以上（小学生は保護者同伴） 
￥ 100円 定 40人。多数の場合抽選 
申 ハガキに催し名、住所、参加者全員の
氏名・年齢、電話番号を書き、4月8日（必
着）までに同館（〒662－0934西宮浜4丁
目13－4）
9種のカタツムリが見られる！
「カタツムリウム」完成記念イベント
④みんなで学ぼう!カタツムリの不思議な生態
日 5月2日(木・休)の午前10時半、午後1
時半、3時～ 内 屋外での生息環境の観察
や、粘土を使ったカタツムリ作りなど
対 小学3年生以下は保護者同伴 
￥ 100円（別途要入館料）
定 各30人。多数の場合抽選 
申 ハガキに催し名、希望の部、住所、参
加者全員の氏名・年齢、電話番号を書き、
4月15日（必着）までに同館（〒662
－0934西宮浜4丁目13－4）

★�ダイナミックに絵の具まみれ!
野原いっぱい花を咲かそっ!

日 5月18日(土)の①午前10時半、
②午後2時～
会 市民会館
内 大きな画用紙で野原
をテーマに絵の具遊び
をするアート体験
対 ①1歳6カ月～3歳、②4歳～小学校
入学前。いずれも保護者同伴
￥ 1人1500円
定 各回15人。多数の場合抽選
申・問 4月21日までに西宮市文化振興
財団（33・3146）　
※詳しくは同財団ホームページ

（http://www.nishi-bunka.or.jp/）
で確認を

★英語で遊ぼう!

日 4月24日(水)午前10時～
会 安井市民館
内 英語を使ったゲームや読み聞かせ
対 2歳～小学校入学前の子と保護者
￥ 1家族500円
定 あり
申・問 日本語・教科学習支援CoCoCa
ra（080・3847・0203…梅畑方）

★�NIA地球っ子クラブ

日 5月～来年2月の土曜（9回）
午前10時10分～
会 西宮市
国際交流協会
内 国際理解ワーク
ショップや外国人
ゲストとの交流など
対 小学2年生～6年生（2年生は保護
者同伴）
￥ 3000円 
定 20人。多数の場合抽選（小学4年
生～6年生優先）
申 4月19日までに電話で同協会
（32・8680）

芸     術芸     術

★�ティーンズ・フレッシュ・
　コンサート

日 4月5日（金）午後2時半～
会 宝塚ベガ・ホール
問 県立西宮高校（52・0185）

★�さくら夙川校サロンコンサート
～岡原慎也ピアノリサイタル

日 4月17日(水)午後6時～ 
対 小学生以上
￥ 2000円
会・問 大阪音楽大学付属音楽院さくら
夙川校（38・6630）

★�シュペーテ四重奏団演奏会

日 4月27日(土)午後2時～
会 カトリック芦屋教会（芦屋市）
問 同団（73・1473…工藤方）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★神戸女学院大学女性学インス
　ティチュート　特別講演会

日 4月26日(金)午前10時35分～
会 神戸女学院講堂
内 テーマは「アメリカにおける女性とキ
リスト教～抑圧とエンパワメントの間」
問 同大学（51・8545）

★�子育てママのための
　大切なお金のはなし

日 4月11日、5月23日、6月20日の
午前10時～。いずれも木曜
会 市民会館
内 ファイナンシャルプランナーによる
子供に迷惑をかけないためのお金の話
定 あり
申・問 ミドリライフサービス

（39・7701…久原方）

★�中国語講座

日・内 いずれも土曜、20回シリーズ。
4月13日開講▷初級コース…午後1時
半～▷中級コース…午後3時20分～
会 勤労会館など
￥ 各1万5000円
申・問 西宮・紹興友好交流協会
（初級：090・5678・9405…武村方、
中級：22・8108…井口方）

★パソコンデビュー

日 いずれも4月17日～6月5日の水曜。
8回シリーズ▷パソコン入門講座…午
前10時～▷ワード応用…午後1時半～
会 プレラにしのみや4階
￥ 各6800円 定 あり
申・問 悠&遊ノートdeパソコンサーク
ル（70・1803…野口方）※原則パソ
コン持参。貸出は有料

★インターカレッジ西宮
　働き方レクチャー

日 いずれも火曜午後6時半～。2回シ
リーズ▷5月21日…プロボノで社会を
変える新しい働き方▷28日…働き方
改革～日本の持続的成長にとって不可
欠な人財の活躍
会 大学交流センター ￥ 1500円
定 100人。多数の場合抽選
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、
5月7日（消印有効）までに同センター
（〒663－8035北口町1－2－602☎
69・3155）

催     し催     し

★自転車修理教室

日 4月20日（土）午前10時～
会 リサイクルプラザ
内 自転車のパンク修理を体験 
定 10人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、
電話番号を書き、4月6日（消印有効）
までに同プラザ（〒662ー0934西宮
浜3丁目8☎22・6655）　 ※イベン
ト開催時は修理コーナー利用不可

保健所健康増進課（0798・26・3160）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム3月

　睡眠不足や睡眠の質の低下は、心身の健康状態
にさまざまな影響を及ぼします。質の高い睡眠に
は睡眠促進作用を持つメラトニンというホルモン
物質が重要な役割を果たします。メラトニンは昼
間に明るい光を浴びることによって夜に分泌され
る量が増えますが、反対に夜に光を浴びてしまうと分泌が抑制される
ため覚醒につながります。つまり、朝や日中は太陽光を浴びる量を増
やし、夜は照明を暖色系にするなどで浴びる光量を減らすことが、質
の高い睡眠につながります。また、パソコンやスマートフォンなどの
LEDディスプレイもメラトニンの分泌を抑制するため、就寝前は使用
を控えるなど工夫してみてください。

人生の３分の１を占める睡眠◆ ◆

秋山 保健師

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。

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。

ナビ
◆くらしに役立つ情報コーナー◆◆くらしに役立つ情報コーナー◆

にしにし西 宮西 宮

日 …日時

￥
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託
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…内容
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【毎月25日号は ＂健康づくりコラム＂】保健だよりと連動して、保健師や歯科衛生士による健康づくりにちょっと役立つコラムを掲載します



★�展示・ほろ酔いアートセレクション
　&ほろ酔いブックフェア

日 4月5日（金）～5月16日（木）の午前
9時半～午後7時（土・日曜、祝・休日
は6時まで）。月曜（4月29日、5月6
日を除く）、4月30日、5月3・7日休館
会・問 中央図書館（33・0189）

★�展示＆ブックフェア
　「『平成』を読みなおす」

日 4月5日（金）～6月5日（水）の午前9
時半～午後7時（土・日曜、祝・休日
は6時まで）。月曜（4月29日、5月6
日を除く）、4月30日、5月3・7日休館
会・問 鳴尾図書館（45・5003）

★ひろたのいちイロドリ

日 4月7日（日）の午前10時～午後3時。
荒天の場合13日
会 廣田神社
内 飲食・手作り雑貨の販売
問 同実行委員会
（090・3842・4419…園田方）

★春咲縁日

日 4月13日(土)の午前11時～午後3
時半
会 木口記念会館（芦屋市）
内 福祉作業所の雑貨販売など
問 地球屋本舗（66・2211）

★�4月から始まる！
　公民館活用促進プロジェクト

日・内 下表のとおり 
定 あり
笑って元気！笑いヨガ
日・会 いずれも日曜▷4月14日、5月12日、
6月2日、7月14日、9月8日の午前10時～
…甲東公民館▷4月14日、6月2日、9月8日
の午後1時半～…塩瀬公民館▷5月12日午
後1時半～…高須公民館▷7月14日午後1
時半～…山口公民館 ￥ 各回500円 
申・問 同講座事務局（090・8124・6902…
みうら方、夜）
わかりやすい！
生前贈与・相続セミナー
日・会 いずれも午前10時～
▷4・6・8月の第4火曜…越木岩公民館▷4・
6・8月の第4水曜…今津公民館▷5・7月の
第4金曜、9月の第3金曜…若竹公民館
▷5・7・9月の第4土曜…甲東公民館
申・問 同講座事務局（070・4420・1141
…荒木方）
やってみよう！マクラメあみ
日 第3火曜午前10時～ 会 春風公民館
￥ 各回1000円(別途要材料費) 申・問 同
講座事務局（070・4298・0788…山本方）
子育てトーク&コーチング講座
日 火曜午前9時半～。月1回 会 鳴尾公民館 
￥ 各回1000円 申・問 同講座事務局

（090・8038・9027…羽木方）
10代の子どもの心のコーチング
日 水曜午前9時半～。月1回 会 鳴尾公民館 
￥ 各回1000円 申・問 同講座事務局

（090・8038・9027…羽木方）

★西宮浜さくら祭

日 4月7日（日）の午前10時～午後3時。
荒天中止
会 さくら公園（西宮浜4丁目）、西宮
浜公民館
内 ステージ、飲食販売、骨密度測定など
問 西宮マリナパークシティ協議会
（090・9697・4402…柴田方）

★西宮市シルバー人材センターの催し

日・内 下表のとおり
￥ あり
会・問 広田山荘（71・8380）
喫茶「カフェ・ド・ヒロタ」
日 4月11日(木)～13日(土)の午前10時半
～ 午後3時
市民シルバー大茶会
日 4月14日(日)の午前10時半～午後3時

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�市民体育大会軟式野球大会の
受付・抽選会

日 4月7日（日）の午前8時～午後3時
会 中央運動公園
￥ あり
問 西宮野球協会（33・8888
…ポッポヤスポーツ店内、木曜休み）

★ストレッチ教室（チケット制）

日 4月～来年3月の火曜午前9時15分、
木曜午後0時15分～
￥ 各回300円 定 あり
会・問 北夙川体育館（70・2222）

★�市民ジョグランサークル

日 4月20日（土）午後4時にリゾ鳴尾浜
に集合
内 リゾ鳴尾浜を起点とした3㌔～5㌔
のランニング
対 中学生以上。在勤・在学者可
定 あり
申・問 リゾ鳴尾浜（46・1555）

★�市民ファミリーハイキング

日 4月21日（日）午前10時に大阪メト
ロ鶴見緑地駅に集合。雨天中止
内 鶴見緑地（大阪市）など約6㌔
問 リゾ鳴尾浜（46・1555）　
※当日雨天中止の問合せは午前7時半
から専用電話（080・2412・8363）

★�クォーターテニス市民体育大会

日 5月4日(土・祝)午前9時～
会 中央体育館
対 在勤・在学者可
￥ あり
申・問 3月26日～4月2日に西宮市クォー
ターテニス協会（51・9038…増成方）

★�市民体育大会の卓球

日 5月2日（木・休）午前9時～
会 中央体育館など
内 一般の部…男女
別・年齢別シング
ルス・ダブルス、
男女身障者▷小学
生の部…男女別・学年別シングルス
対 在勤・在学者可
￥ あり（小学生、障害のある人は無料）
申・問 4月13日までに西宮市卓球協会
（53・5558…馬場方）

人  事  募  集人  事  募  集

★市の嘱託職員

日・内 下表のとおり。週4日30時間勤
務。契約更新は65歳まで 
定 各1人（④は若干名）
申 履歴書（職種を明記）と職務経歴書、
①～⑤は資格・免許証等の写しを3月
25日～4月19日（必着）に人事課（市
役所本庁舎5階☎35・3514）。持参も
可。郵送の場合82円切手を貼った返信
用封筒を同封のこと。重複申込不可　
※職務経歴書は市のホームページ
（ページ番号：30236524）からダウ
ンロード可
①高齢福祉課での介護認定に関する業務
対 基本的なパソコン操作ができ、次のいず
れかの条件を満たす人▷保健師または看
護師資格取得者▷介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）の実務経験が3年以上ある人 
￥ 月額18万9500円　
②難病患者の療養相談業務
対 保健師または看護師または社会福祉士
の資格取得者で、普通自動車の運転と基本
的なパソコン操作ができる人 
￥ 月額22万400円
③結核感染症予防対策業務
対 保健師免許取得者 ￥ 月額22万400円
④保育所等における保健指導業務
対 保健師免許取得者で普通自動車の運転
ができる人 ￥ 月額22万400円
⑤診療事業課での理学療法士業務
対 理学療法士免許取得者で小児に対する
実務経験が3年以上ある人
￥ 月額32万3300円
⑥水路不正使用にかかる指導等業務
対 金融機関・公共団体等で債権管理・回
収業務の経験があり、普通自動車の運転
ができる人 ￥ 月額18万9500円

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�身体障害者巡回（移動）相談会

日 4月19日（金）の午前9時～正午
会 総合福祉センター
内 義手・義足などの補装具の相談と
指導
対 18歳以上の身体障害者手帳を持つ

肢体不自由者
定 あり
申・問 生活支援課（35・3157）

★要約筆記者養成講座
　パソコンコース

日 5月14日～12月3日の火曜（29回）
午後1時半～
会 勤労会館
対 18歳 以 上。
在勤・在学者可
￥ 3600円 
定 あり
申・問 障害福祉課（35・3291）
※詳しくは市のホームページ(ページ
番号：29330315)に掲載

月分4
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

毎週月曜更新。4月から新編成での放
送となります。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）

1日（月）～7日（日）
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
8日（月）～14日（日）
まるごと市政…最終回のテーマは「まる
ごと市政」。これまで市政案内人が紹介し
た内容を振り返る総集編
15日（月）～21日（日）
イベントリポート…市内で行われたイベ
ントなどを紹介
22日（月）～28日（日）
ＰＲ…テーマは「フラワーフェスティバ
ル」。ガーデンコンペ参加者へのインタ
ビューなどを通して魅力を紹介
29日（月・祝）～5月5日（日・祝）
中国紹興市交換番組…テーマは「前岡煇白

（ぜんこうきはく）茶作りの技」
4月15日（月）～5月5日（日・祝）
スポトレ…気軽にできる体操を紹介。テー
マは「イスを使ったストレッチ」

　※災害時等には随時、緊急情報を放送

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）

西宮徹底解剖（4月分）
日 第1～4月曜午後8時半から30分間 
内 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。1週目～3週目に出題されるクイズに
全問正解した人の中から抽選で1人に図書
カード3000円分をプレゼント。4月のテー
マは「西宮の天然記念物を知ろう！～動物、
植物、地質鉱物は自然と文化の歴史の証
人」。ゲストティーチャーは文化財課学芸
員の森下真企さん　
※放送終了後は、市のホームページ（ペー
ジ番号：54149619）から音声配信あり

西宮さくら祭
日 4月7日（日）正午～ 内 苦楽園口会場か
らイベントのにぎわいなどを生中継
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スクール・資格スクール・資格

★�甲種防火管理新規講習

日 4月25日（木）・26日（金）の午前10
時～。2回シリーズ 
会 消防局 ￥ 5100円 
定 あり
申・問 4月1日から消防局予防課

（32・7316）

★�ポリテクセンター兵庫（尼崎市）

日・内 6月開講分。組込みシステム技術
科、ものづくり機械加工科、テクニカル
メタルワーク科、電気・通信施工技術科

対 ハローワークに求職の申込をして
いる人など
￥・定 あり
申 4月3日～5月7日にハローワーク
問 同センター（06・6431・7367）
託�あり

相     談 相     談 

★�消費生活センター4月の相談会

日 9日（火）・23日（火）の午後1時～
内 借金（多重債務）相談。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）

★�「不動産鑑定評価の日」無料相談会

日 4月10日（水）の午前10時～午後4時
会 市民会館
内 不動産の価格・賃料等に関する相談
に不動産鑑定士が対応 
定 あり 
申・問 兵庫県不動産鑑定士協会
（078・325・1023）

4月1日～15日…救急講習会につ
いて、16日～30日…119番の通
報要領について▷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

西宮の魅力・情報を発信中！

　 市は2020年度採用に関する説明会を
実施します。2部制の個別説明会形式。各
自治体が求めている職員像や、今後の施
策方針、近年の試験実績などを紹介する
予定です。事前申込の上ご参加ください。

来年度以降受験を考えている人に限らず、家族・
大学2回生の人など、どなたでも無料で参加可
各400人
3月25日から市のホームページ

（ページ番号:42446624）の専用フォームへ
人事課（0798・35・3549）

【対　象】

【定　員】
【申　込】

【問合せ】
↑こちらから

も申込可

西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町

合同就職説明会阪神7市1町「地方自治体」

広告主を募集

　市は、次の媒体の広告主を募集しま
す＝下表参照。
①貝類館発行冊子「海辺からのたより」
貝や西宮の自然等を紹介している冊子で、
同館や各支所・公民館、市立小学校など
で7月から1年間配布（4000部発行予定）
【広告料・募集枠数】1万円以上（税込み）・
1枠
②にしのみや子育てガイド
子育て情報を一元化した情報誌で、母子
健康手帳の交付時や小学校入学前の子が
いる転入世帯へ7月から約1年間配布（1
万3000部発行予定）
【掲載面・広告料】後ろから4ページ分。
半ページ4万5000円以上・1ページ8万
5000円以上（いずれも税込み）
※西宮市広告掲載要綱・基準に適合するも
のの中から、①は金額の最も高いところに、
②は金額の高い順に、広告主を決定します

　申込は必要書類を4月1日～15日
（必着）に政策経営課（市役所本庁舎
4階☎0798・35・3600）へ。 持 参
も可。募集内容など詳しくは市のホー
ムページ（ページ番号：11929102）
をご確認ください。

　

労働相談の実施日時変更

　4月1日から、労働相談の実施日時
が火曜の午後3時～7時と第2・4土曜
の午後1時～6時に変更となり、出張
労働相談はなくなります。
　 問 合 せ は 労 政 課（0798・35・
5286）へ。

　◆市収納代理金融機関・上下水道局
収納取扱金融機関の変更　4月1日か
ら、「近畿大阪銀行」と「関西アーバ
ン銀行」が合併し、「関西みらい銀行」
となります。問合せは会計課（0798・
35・3171）へ

　◆水道事業検針・収納等業務の委託
　4月1日から「第一環境株式会社」
が水道事業検針・収納等業務を行いま
す。業務担当者は、上下水道局発行の
身分証明書を携帯しています。問合せ
は 上 下 水 道 局 電 話 受 付 セ ン タ ー
（0798・32・2201、0797・61・
1703、078・904・2481）へ
　◆慰霊巡拝の参加者募集　対象は戦
没者のご遺族。巡拝地域は、旧ソ連、
中国東北地方、南方地域（フィリピン、
東部ニューギニア、硫黄島など）。参
加条件、日程、参加費、申込方法など
問合せは地域共生推進課（0798・
35・3032）へ

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

後期高齢者医療保険料 
仮徴収額の決定

　市は、4月から新たに後期高齢者医
療制度の特別徴収（年金からの引き去
り）を開始する人に、平成29年中の
所得を基に仮徴収額を決定し、「仮徴
収額決定通知書」を送付します。
　既に特別徴収している人について
は、2月の特別徴収額と同額を仮徴収
します。ただし、4月以降の仮徴収額
が変更になる人には、「仮徴収額変更
決定通知書」を送付します（6月以降
に変更になる人には、5月以降に送付）。
　なお、平成31年度保険料について
は、7月中旬に通知書を送付します。
　 問 合 せ は 高 齢 者 医 療 保 険 課
（0798・35・3110）へ。

計画名 ＨＰ
（ページ番号）配布期間 担当課

①第5次西宮市情報化推進計画 93516486 3/25
～4/26

情報企画課
（市役所本庁舎5階
☎0798・35・3730）

②第2次西宮市人権教育・啓発
　に関する基本計画 74141587 3/25

～4/26

人権平和推進課
（市役所本庁舎3階
☎0798・35・3320）

③第3次西宮市環境基本計画 10019998 3/25
～4/26

環境学習都市推進課
（市役所本庁舎8階
☎0798・35・3479）

④西宮市立図書館事業計画 60820421
3/26～

中央図書館
（川添町15－26
☎0798・33・0189）⑤西宮市子供読書活動推進計画 46116385

⑥西宮市学校施設長寿命化計画 74466807 3/29～
学校管理課
（市役所東館7階
☎0798・35・3843）

各種計画を策定
～パブリックコメント結果も公表

　市は、次の計画と、その策定にあたり実施した素案等に対するパブリック
コメントの結果をあわせて公表します＝下表参照（③の配布期間はパブリッ
クコメントの結果のみ、計画は4月5日から）。
　各計画とパブリックコメントの結果は、いずれも各担当課、市役所本庁舎
1階総合案内所横、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーショ
ンで配布するほか、市のホームページにも掲載します。なお、②は学校教育
課（市役所東館7階）、人権教育推進課（市役所東館8階）、各図書館・公民館、
④⑤は各図書館・分室でも配布します。

　市は、各種委員を公募します＝下表参照。募集はいずれも2人。詳しくは各担当
課で配布する募集要項または市のホームページをご覧ください。
【申込】所定の応募用紙、設定されたテーマの小論文を4月19日までに各担当課へ
　　　　郵送（消印有効）かEメールを。持参も可
【選考】4月下旬以降（②は5月中旬）に面接予定。対象者には個別通知

各種委員を公募

①国民健康保険運営協議会 ②西宮市青少年問題協議会

内容 国民健康保険事業の運営に関する重要事
項を審議

青少年の指導や育成に関する総合的施策
の樹立について、必要事項を調査・審議

任期 6月1日から3年間 6月1日から2年間

対象
6月1日時点で20歳～71歳の
本市国民健康保険の被保険者 6月1日時点で20歳以上。在勤者可

本市の他の審議会委員・市職員・市議会議員を除く
HP ページ番号：72985677 ページ番号：44191885

担当課 国民健康保険課
（市役所本庁舎1階☎0798・35・3116）

青少年施策推進課
（市役所江上庁舎1階☎0798・35・3429）

10:30～13:00
14:00～16:30

第1部
第2部

5/1２ (日)

@伊丹市立産業・情報センター

市が所蔵する古写真や歴史資料などを
「いつでも・どこでも・自由に」閲覧・
利用できます

デジタル
アーカイブ

運用を開始しました
2月から

! 市の魅力やイベント情報などに加え、
災害時には緊急情報を発信
【アカウント名】西宮市
【ID】@miyakko　※@を付けて検索してください

市長会見や行政情報などを動画配信 
【アカウント名】にしのみやインター
ネットテレビ（YouTube版）

YouTube

親子で楽しめるイベントやお出かけス
ポットを手軽に検索。子育てのお役立
ち情報をまとめたアプリ

子育てアプリ
みやハグ

イベントや行政情報を発信。災害時は
迅速に情報を提供
 【アカウント名】nishinomiya_shi

Twitter

市の取り組みや出来事を幅広く発信。
災害時は迅速に情報を提供
【ページ名】西宮市役所

Facebook

LINE@
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【経済的な困りごと相談】ソーシャルスポット西宮よりそい（0798・31・0199）…月曜～金曜の午前9時～午後5時(祝・休日を除く)



西宮神社の十日参りで市内の銘菓をお楽しみください

毎月十日は「とおかしの日」
　このたび、新たに4月から来年3月までの「とおかし」のラインアッ
プが決定しました。この機会にぜひ、西宮の銘菓をお楽しみください。

（※）十日参り…1月を除く毎月10日の午前10時から西宮神社で斎行。開始時間 
変更の場合があるため、事前に西宮神社（0798・33・0321）
へ問合せを。配られる「とおかし」は月替わり＝下写真参照

　西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会は、西宮神社で毎月10日に
行われる旬祭「十日参り（※）」で参列者に数量限定で配られる和菓子「と
おかし」を謹製しています。「とおかし」は、市内の和菓子店によって
開発され、1年を通して毎月10日限定で各店舗でも販売されます（販売
は自店の「とおかし」のみ）。

西宮市
大谷記念美術館
4/6～5/12
　西宮市大谷記念美術館は「四条派への道～呉春を中心として」を開催
します。「四条派」とは、呉春を祖とする画派の名称です。同展では、
呉春の画業から現在も日本画の一大勢力であり続ける四条派へとつなが
る道筋を、作品を通してご覧いただけます。 ◀

呉
春
「
秋
山
帰
農
図
」

開催日
〔前期〕４月  ６日（土）～４月２３日（火）
〔後期〕４月２５日（木）～５月１２日（日）
　※会期中に一部入れ替えを行います

時　間 午前１0時～午後５時（入館は４時半まで）
休館日 水曜日 ※５月１日（水・休）は開館
入館料 800円。高校・大学生６00円、小・中学生４00円

問 西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会（0798・35・3641…商工課内）

地域で活躍する地域で活躍する
皆さんを紹介 No.23皆さんを紹介 No.23

　平成 17 年から 13 年間続く山口地区の子育てサロン「育
て山口っ子ひろば」の発足メンバーであり、代表を務める。
サロンは、地域のボランティアで運営を行っている。

≪親子が気軽に集える場を提供≫
　子育て地域サロンは、子育て中
の親が子供と一緒に気軽に集い、
情報交換や仲間づくりができる身
近な場を提供することを目的に、
市内40カ所で開設されています。

私たちの山口地区は山口児童センターで「育て山
口っ子ひろば」として、月に1～２回開設してい
ます。ボランティアは、親子が遊んでいる様子を

見守る役割ですが、絵本の読み聞かせや手遊び、
七夕やクリスマス会なども企画し、行っています。
≪子育ての先輩として地域の子供のために≫
　「育て山口っ子ひろば」には、多い時は２0組
以上の親子が集まります。子供たちは部屋の中に
あるおもちゃを自由に使って遊び、親は子供同士
の関わりを通して仲良くなり、互いにネットワー
クを作っています。
　以前ひろばに来ていた子と偶然町内で会い、声
をかけてもらった時は、子供の成長と共に過ごせ
たことをうれしく思います。昔は近所同士で助け
合い、地域ぐるみで子育てをしていましたが、最
近では孤軍奮闘している親が多いように感じま

す。子供には、いろんな年齢の子たちと思いっ
切り遊べる場を、親には何かあった時に、ここ
に行けば聞いてもらえるという、安心できる場
にしていきたいと思っています。これからも、
自身の子育てで
得たアイデアや
知恵を生かし、
子育て家庭を地
域のみんなで支
え合える環境づ
くりに貢献して
いきたいです。
問 西宮市社会福祉協議会（0798・23・1140）

▲たくさんの親子が集まり、おもちゃ　
　を囲んで一緒に楽しむ

●●●　三上秀子さんに聞きました　●●●

子育て地域サロンボランティア 地域で支える環境を
子育て家庭を

　平成28年から掲載してきたこのコーナーは、今号で最終回となります。これまで、地域で活動する団体や組織の2１団体、３０人に紙面に登場していただ
きました。紙面で紹介できなかった方も含め、私たちの生活は地域のために活動される皆さんに支えられています。市政ニュースでは、今後も別の形で
地域での活動を紹介していきたいと思います。これまで取材にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

▣ギャラリートーク…４月７日（日）、５月３日（金・祝）の午後２時から
▣スライドトーク…４月２0日(土）午後２時から
▣オータニミュージアムコンサート…４月２１日（日）午後２時から。

対象は小学生以上。要申込（３月２９日午前９時から。先着順）
▣講演会「四条派の祖・呉春～その人物と作画、門人について」

…４月２8日（日）午後２時から。対象は小学生以上。
　要申込（３月３0日午前９時から。先着順）

　4月7日(日)は県議会議員選挙、4月２1日（日）は市議会議員選挙の
投票日です。当日投票に行けない人は、期日前投票ができます。
　日程や会場は下表のとおりです。

問 選挙管理委員会（0798・35・3732）

投票日に予定がある人は期日前投票へ！

期日前投票期間 期日前投票会場
時間は午前8時半（★は10時）～午後8時

県議会議員
選挙

３月３０日（土）
～４月６日（土）

選挙管理委員会事務局（市役所東館7階）、
鳴尾支所、瓦木公民館、甲東支所、
塩瀬支所、山口支所、
（★）大学交流センター、
（★）ららぽーと甲子園
        （2階オーシャンライドコート）

市議会議員
選挙

４月１５日（月）
  ～２０日（土）

兵庫県議会議員選挙兵庫県議会議員選挙４ 7 日  日 月 

西宮市議会議員選挙西宮市議会議員選挙21４ 日 月 日  

▽あおやま菓匠 ▽千鳥屋宗家 ▽髙山堂 ▽翁菓舗 ▽谷矢製餡 ▽御菓子司昇月堂 ▽こはく ▽菓一條栄久堂吉宗 ▽君栄堂本舗 ▽甘辛の関寿庵 ▽成田家≪参加店≫

◆詳しくはにしのみや銘菓
「とおかしプロジェクト」
（https://n-cci.or.
jp/okashi/wagashi/
tookashi.html）でご
確認ください

関
連
イ
ベ
ン
ト

問 西宮市大谷記念美術館（0798・33・0164）

（8）� 平成31年（2019年）3月25日

＜西宮市の推計人口＞４８万7８1８人　＜世帯数＞２1万４８91世帯　＜面積＞1００.1８平方㌔　　（平成31年3月1日現在）
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