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もっと、深く、西宮を体験できる

　今年は、歴史・文化・芸術をテーマに西宮を歩く「まちあるき」、西宮
ならではの本物の魅力に触れることができる「まちなか体験」をテーマに、
合わせて126本のプログラムを用意しています。ぜひ、ご参加ください。

④Enjoy Life
住みたいまち西宮北口

⑥宮子さんの
じっくり酒蔵めぐり
「樽商」工場見学。どきどき樽作り

ヒューイット甲子園で楽しむ
灘の生一本×七園の喜逸品

【日】10月～来年3月

⑨もっと身近に
ミュージアム

白鹿記念酒造博物館 陶器市ギャラリー

美術品なんでも相談会

【日】11/16（土） ・17（日）

【日】来年1/31（金）、 2/1（土） 

⑤TimeWarp!
阪神間モダニズム建築
夙川の風情が残る建築めぐり

【日】10/12（土） 

緑につつまれた住宅と美しいまちなみ！
都市景観大賞受賞 目神山地区を行く

【日】11/14（木） 

③My FLAVORite Town
夙川・苦楽園・甲陽園

夙川「フリアンド」シェフの
パン作りセミナー

【日】11/17（日） 

ベテランバーテンダーに学ぶ
苦楽園口「BAR THE TIME」カクテル教室

【日】11/4（月・休） 、12/3（火）

まちたび
にしのみや

MA C H I T A B I N I SH INOM I YA 　プログラムの詳細は、西宮観光協会（市役所本庁舎8階…都市ブランド
発信課内）、市役所本庁舎1階総合案内所横、阪神西宮おでかけ案内所、ク
リエートにしのみや（ららぽーと甲子園内）、各支所、アクタ西宮ステーショ
ン、図書館などで配布するパンフレット、またはホームページ
（https://machitabi.jp/）をご覧ください。
　申込開始は9月17日を予定しています。

⑦歴史や伝統を訪ねる
西宮ハレバレタビ

西宮能楽堂バックステージツアー

【日】11/27（水）

西宮観光協会（0798・35・3321）問

ー パンフレットは9月中旬から配布 ー

毎年、多くの人が参加しています

今年のプログラムは126本！！

歴史・文化・芸術、本物に触れて西宮
の多彩な魅力をお楽しみください

②

③

⑤

⑨

⑦

貴重な
経験ができ
ました
また、参加
したいです

住んでいる
地域の

プログラムで
とても
良かった

昨年の参加者アンケートより

⑧Health ＆ Sports Town
甲子園・鳴尾浜・西宮浜
西宮ストークス 特別シート観戦

まちたびランニングクリニック

【日】2019-20シーズン西宮ホームゲーム

【日】11/10（日）

①

①あこがれのSlowLife
西宮北部
名塩東山台紅葉のまちあるき

【日】11/3（日・祝） 

秋の一日を女子ティーチングプロと
ゴルフを楽しもう！

【日】12/14（土）・17（火） 

住みたい街ランキング１位のまち
「西宮北口」の今と昔を知る
【日】10/23（水）

フードライターと行く 西宮北口・甲子園口
とっておきのスイーツツアー

【日】11/20（水） 

④

⑥

⑧

②Play with Nature!
野に山に自然に触れよう
山歩き講習会 はじめての地図読み

【日】10/20（日） 

ひょうご森のまつり
【日】11/9（土）

2019.10
　～2020.３



　市と西宮市老人クラブ連合会などは、10月に60歳以上を対象とした
催しを開催します。申込方法など問合せは同連合会へ。

西宮市老人クラブ連合会
（〒663－8233津門川町2－28☎0798・34・3334）問

西宮市高齢者作品展 西宮市高齢者芸能大会グラウンド・ゴルフ大会
【日時】10月23日（水）午後1時から
【会場】勤労会館ホール
【種目】カラオケ、民謡、民踊、  
　新舞踊、日舞など
【定員】20組。多数の場合は10月16日
　（水）午前10時から西宮老人福祉セン
　ターで予選会（1種目1000円）を実施
【申込】往復ハガキに催し名、種目、
　題名、住所、氏名、年齢、電話番号
　を書き、9月18日（消印有効）までに
　同連合会へ

【日時】10月18日（金）午前9時10分
　から。雨天の場合は25日（金）
【会場】大阪ガス今津総合グラウンド
【費用】1チーム2500円
【定員】10チーム（1チーム5人）。
　多数の場合抽選
【申込】往復ハガキに催し名、チーム
　名、参加者全員の住所・氏名（代表
　者に〇印）・年齢・電話番号を書き、
　9月18日（消印有効）までに同連合会
　へ

【日程・会場】10月1日（火）～4日（金）の午前10時～午後4時（入館
　は3時半まで、4日は正午まで）に市民ギャラリーで
【作 品 受 付 】9月23日（月・祝）～25日（水）の午前9時半～午後4時
　に西宮老人福祉センターへ持ち込み。出展は部門ごとに1人1点ま
　でで出展料は1点1000円。個人が制作した未発表のものに限る
【作 品 規 格 】 ①～③の額装はガラス不可▷①絵画…4号～50号。
　水墨画は210㌢×90.9㌢以内。額装か外枠を▷②書…半紙以上で
　縦形240㌢×70㌢以内、横形86㌢×180㌢以内、方形152㌢×
　152㌢以内。額装・軸装などを▷③写真…四つ切り以上（組写真は
　3枚までで四つ切りのみ）。額装かパネル張りを▷④工芸…魚拓・
　珍木・盆栽類を除く

　市と阪急バスは、9月22日（日）・23日（月・祝）に
運行する白水峡公園墓地行きの墓参バスの利用者を
募集します。
　時間・運行経路は右表のとおり。
　なお、午前9時～午後4時には、
中央園地西側駐車場内に臨時香花
店が出店します。
【料金】片道620円
　　　（小学生以下310円）
【定員】各日100人程度。
　　　　多数の場合人数調整
【申込】往復ハガキに住所、氏　
　　　　名、電話番号、希望日　
　　　　（第2希望も）、人数、　　

※帰りは行きと反対の経路となります

時間（午前） 運行経路
  8時20分 阪急西宮北口駅南広場バス

ターミナル出発
  8時30分 JR西宮駅北側
  8時40分 市役所本庁舎前
  9時20分 白水峡公園墓地前

  9時25分 墓地前から中央園地西側駐
車場へ出発

10時40分 中央園地西側駐車場出発
10時45分 白水峡公園墓地前出発
11時40分頃 西宮北口帰着

問 斎園管理課（0798・35・3306）

　 ◆ さくらやまなみバスで白水峡公園墓地へ　下車場所は白水峡墓園前
（十八丁橋停留所）。なお、バスは墓地内には入りませんのでご注意くだ
さい。問合せは交通計画課（0798・35・3527）へ

　市は、日本人初のノーベル賞受賞者である
湯川秀樹博士が、西宮在住時に「中間子論」
を提唱したことにちなみ、「西宮湯川記念事
業」を実施しています。その事業のひとつと
して「西宮湯川記念こども科学教室」を開催
します。各日出展される20ブースで科学実
験の見学や科学工作の体験ができます。ぜひ
ご来場ください。
【日時】9月7日（土）の午前11時～午後3時、8日（日）の午前10時～午後2時
【会場】総合教育センター　【対象】小・中学生

問 生涯学習推進課（0798・35・5166）

昨年の「ちりめんモンスターを探せ」の様子

　市は、「小・中学校理科・生活科作品展」を開
催します。
　児童・生徒が夏休みに取り組んだ実験や観察
レポートなど、約700点を展示します。
※来場の際は、スリッパ・靴袋の持参を
【日時】9月7日（土）・8日（日）の
　　　　午前9時～午後3時
【会場】中央体育館分館

問 教育研修課（0798・67・6855）

芦原保育所

阪急西宮北口

JR西宮

若竹生活文化会館若竹生活文化会館 みやっこ
キッズパーク

津
門
川

今
津
西
線山手幹線

総合教育センター

中央体育館分館中央体育館分館

▼ 会場へのアクセス

※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

　　　　乗車場所（阪急西宮北　　
　　　　口駅かＪＲ西宮駅か市
　　　　役所本庁舎前）、下車場所（墓地前か中央園地西側）を書き、9月6
　　　　日（消印有効）までに斎園管理課（〒662－8567六湛寺町10－
　　　　3）へ。通知は9月13日頃発送

問 人事課（0798・35・3549）

職種・定員 対象者 基本給月額 ホームページ
番号

事務D
2人程度

昭和62年4月2日以降に出生の、
社会福祉士資格または精神保健
福祉士資格取得者

21万4015円
（22歳大学卒の場合） 14335135

保健師
2人程度

平成元年4月2日以降に出生の、
免許取得者または来春の国家試
験で取得見込みの人

23万9775円～ 37966774

※基本給月額は平成31年4月1日現在の額。経歴、給与改定などにより異なる　
　場合あり。また、別途諸手当あり

問 市災害対策課（0798・35・3626）

　県は、土砂災害特別警戒区域（レッド区域）の指定に向けた取り組み
を進めています。このたび、本市南部地域の一部（苦楽園・甲陽園・上
ケ原地区等の47カ所）について、指定案の閲覧と説明窓口の開設を行
います＝下表参照。

◆ 南部地域の一部（47カ所）の指定案閲覧・説明窓口
日程 会場

指
定
案
閲
覧

8月28日（水）～9月11日（水）の
午前9時～正午、 午後1時～5時半

（土・日曜、祝日を除く）

阪神南県民センター西宮土木
事務所河川砂防課（西宮庁舎5
階）、アクタ西宮ステーション、
夙川市民サービスセンター

説
明
窓
口

8月31日（土）の午前10時半～正
午、午後1時～3時 大学交流センター

9月4日（水）の午後2時～4時 西宮商工会議所
9月8日（日）の午前10時～正午、
午後1時～3時 越木岩公民館

　市は、来年4月採用予定の職員を募集します＝下表参照。
　募集要項・申込書は、8月26日から人事課で配布するほか、8月25日
から市のホームページでダウンロードできます。事務D、保健師の1次
試験は10月20日（日）に行います。

【申込方法】申込書など必要書類を執務時間中に人事課（市役所本庁
　　　　　　舎5階）へ持参か郵送（消印有効）を

【申込期間】事務D…8月26日～9月27日、保健師…8月26日～9月25日

事務Ｄ（社会福祉）　保健師
市職員を募集来年4月

採用予定

60歳以上の人へ！

特技を披露しませんか

墓参バスの利用者募集
　　　9月22日・23日の2日間

▶ 西宮湯川記念こども科学教室 ＠総合教育センター

▶ 小・中学校 理科・生活科作品展 ＠中央体育館分館

 同時開催　 　
こども科学教室/理科・生活科作品展

９月7日（土）・8日（日）

入場無料・申込不要

南部地域の一部での指定案閲覧 説明窓口開設
土砂災害特別警戒区域の指定

（2）� 令和元年（2019年）8月25日



施設名 所在地・
電話番号

すくすく子育て教室 園庭
開放

(曜日)対象

幸和園 中須佐町3ー36
☎36・4850 2歳児～５歳児 木

一麦保育園 高木東町30－3
☎67・2775 2歳児～５歳児 火・木

月影保育所 広田町6－30
☎72・5731 ー ー

パドマ・ナーサ
リースクール

高須町2丁目1－47
☎48・5700 ー 月～金

マーヤ保育園 末広町1－3
☎36・3220 ー 11月から

火

船坂保育園
山口町船坂５72
☎078・
　904・3773

3歳児～５歳児 月・土

やまよしKids
garden

山口町下山口
4丁目7ー31
☎078・
　904・0757

ー 火、
2・3土

名塩保育園
名塩1丁目20－1５
☎0797・
　61・0754

ー ー

聖和乳幼児
保育センター

門戸西町1－46
☎53・2656 ー 月～金

甲子園
子ども学舎

甲子園浦風町9－５
☎45・2232 ー ー

段上保育園 段上町2丁目10－19
☎52・7979 ー 月・金

ちどり保育園 今津真砂町1－５
☎41・2510

その都度、
同園で広報 ー

なぎさ保育園 西宮浜4丁目13－3
☎33・6920 ー 火・金

新甲東保育園 門戸東町3－1５
☎57・5235 ー 水

なでしこ保育園 荒木町16－37☎66・7678
その都度、
同園で広報 ー

安井保育園
（★）

安井町4－1５
☎34・6677 1歳6カ月～3歳児 木

施設名 所在地・
電話番号

すくすく子育て教室 園庭
開放

(曜日)対象
西宮つとがわ
ＹＭＣＡ保育園

津門川町2－14
☎26・1016 0歳児～2歳児 火・金

のぞみ夢保育園
（★）

樋之池町4－21
☎71・9614 0歳児～2歳児 水

まつぼっくり
保育園

甲子園口6丁目1－36
☎68・1010 ー ー

西宮セリジェ
保育園（★）

戸崎町4－12
☎39・7863

対象・申込方法
は問合せを ー

マザーシップ西宮
北口こども園（★）

中島町17－16
☎81・3715 1・2歳児 1・3水

日野の森
こども園

日野町18－71
☎64・7560

その都度、
同園で広報 ー

西北セリジェ
保育園（★）

高畑町1－47
☎64・5514

対象・申込方法は
問合せを

月～金
※要申込

夙川さくら
保育園（★）

千歳町4－19
☎23・1211 1歳6カ月～５歳児 火

安井ゆりの花
保育園

平松町7－28
☎38・0738 1・2歳児 ー

やまと保育園 大屋町28－8
☎67・4089

その都度、
同園で広報 ー

コペル保育園
（★）

上鳴尾町3－11
☎49・8777 0歳児～５歳児 ー

ニコニコ桜今津
灯保育園（★）

今津水波町129－1
☎22・0034

その都度、
同園で広報 ー

日野ひかりの森
こども園

日野町18－43
☎67・3131

その都度、
同園で広報

3火
※要申込

西宮北口 
こどもの園

高松町５－19
☎64・0800 ー 月～金

大社幸和園 柳本町9－2５
☎73・5570 ー ー

高須の森
保育園

高須町1丁目1－20
☎45・5750 ー ー

夙川あすなろ
保育園

松園町10－21
☎32・8811 ー 水

上甲子園保育園
（★）

上甲子園５丁目4－1
☎32・0234

その都度、
同園で広報 金

私
立
保
育
所
等
・
市
立
保
育
所

●体験保育・スマイル短期体験
親子で保育所の遊びを体験。
《私立》表①の（★）の園のみ実施。
　　　　対象など詳しくは各園へ
《市立》対象は生後6カ月～3歳児。
　　　　申込は9月2日午前１０時から電話で各園へ
●すくすく子育て教室（私立）
私立保育所等の行事に参加。表①で確認を

●園庭開放・スマイルあそぼう会
園庭で在園児と遊ぶ。表①・②のとおり実施
《私立》時間など詳しくは各園へ
《市立》4月を除く午前１０時～正午（室内は１０時45分
　　　　まで）。対象は小学校入学前の子。申込不要。
　　　　ただし多数の場合入場制限あり

施設名 所在地・
電話番号

すくすく子育て教室 園庭
開放

(曜日)対象
西宮ＹＭＣＡ
保育園（★）

神楽町５－23
☎35・5992 ー 木・土

あんず保育園
（★）

甲東園2丁目6－５
☎53・7512 0歳児～５歳児 月・金

ひかり保育園 上大市4丁目12－3
☎52・9081 ー 木

みどり園保育所 今津山中町12－28
☎22・1376 ー 月

東山ぽぽ保育園
東山台1丁目106－2
☎0797・
　63・1332

1・2歳児 木

夙川宝
プリスクール

鷲林寺2丁目3ー2
☎72・7234 ー 水

ゆめっこ
保育園（★）

石在町16ー2５
☎35・2758 0歳児～2歳児 木

ゆめっこわかば
保育園（★）

久保町9－2５
☎33・1616 0歳児～2歳児 水

ニコニコ桜
保育園（★）

南郷町8－12
☎75・0024 ー 火・

木・土
西宮夢保育園
（★）

南甲子園1丁目
10－1５
☎45・9614

0歳児～2歳児 水

西北夢保育園
（★）

長田町4－8
☎65・9614 0歳児～2歳児 水

つぼみの子
保育園

林田町8－42
☎66・6670 ー 月～土

武庫川女子大学
附属保育園（★）

鳴尾町4丁目14－29
☎44・3025 ー 第3除く

火

かえで保育園 浜町2－11
☎32・2713

その都度、
同園で広報 火・木

きりん園 段上町8丁目9－13
☎57・3789 ー 9月から

水曜
善照マイトレーヤ
認定こども園

郷免町1－12
☎26・1765 0歳児～５歳児 ー

①私立保育所・幼保連携型認定こども園一覧〈すくすく子育て教室、園庭開放〉

▶子育てに関する情報は市のホームページ（ページ番号：11935847）からも確認することができます

※市外局番のないものは《0798》

②市立保育所一覧（スマイル短期体験、スマイルあそぼう会〈園庭開放〉）

施設名 所在地・
電話番号

短期体験 園庭
開放

期間 定員 曜日

北夙川 松風町7－2５
☎72・3711 １１/１2～１4 10組 金

今津南 今津出在家町10－6
☎23・5011 １１/１9～2１ 10組 火

上之町 上之町24－44
☎64・0053 １０/23・24 10組 木

鳴尾北 戸崎町1－70
☎65・1022 １１/１2・１3 10組 木

高須東 高須町1丁目1－39
☎49・5643 １2/4～6 10組 金

大社 神垣町7－32
☎73・4703 １１/１4・１5 10組 月

高須西 高須町2丁目1－46
☎48・2840 １１/26～28 10組 木

芦原むつみ 芦原町7－7☎66・0505 １１/6～8 10組 水

施設名 所在地・
電話番号

短期体験 園庭
開放

期間 定員 曜日

朝日愛児館 与古道町4－31☎22・6901 １０/23～25 ５組 月

小松朝日 小松北町1丁目7ー9
☎41・0618 １１/5～7 10組 水

建石 川添町10－3
☎22・4468 １０/29～3１ 10組 月

鳴尾 笠屋町19－1
☎41・0754 １１/26～28 10組 水

芦原 神明町7－18
☎67・3577 １１/１3・１4 10組 木

学文殿 学文殿町1丁目6－22
☎41・1083 １１/26～28 10組 火

用海 石在町10－22
☎33・0757 １１/１2～１4 10組 月

浜甲子園 枝川町12－8
☎41・0086 １１/26～28 10組 金

施設名 所在地・
電話番号

短期体験 園庭
開放

期間 定員 曜日

瓦木北 大屋町13－8
☎67・4050 １１/１3・１4 10組 火

今津文協 今津水波町11－26
☎22・3320 １１/１9・2０ 10組 水

鳴尾東 上田東町4－120
☎47・3062 １2/3～5 10組 火

浜脇 浜脇町3－13
☎35・2358 １１/１2～１4 10組 月

津門 津門稲荷町５－23
☎35・6204 １１/26・27 10組 火

瓦木みのり
甲子園口５丁目
1５－4
☎65・4400

１０/23・24
または

１１/１4・１5

各
10組 火

甲東北 仁川町4丁目3－10
☎52・8412 １１/6・7 10組 火

私
立
幼
稚
園
等

●わくわく幼稚園
ゲームや運動遊びを通して集団活動を経験。
対象は満3歳～5歳児の子と親

●2歳児子育て応援事業
子供たちが遊んでいる間、親同士で交流。
対象は2歳児の子と親

●園庭開放
園庭や遊具で在園児と遊ぶ

市
立
幼
稚
園

●開かれた幼稚園事業

未就園の子供たちが親子で遊んだり
在園児と交流（年2０回程度）。
各園で実施内容が異なる。
対象は未就園の3・4歳児（2歳児で
も受け入れ可能な園あり）。要保険料。
詳しくは各園に問合せを

●園庭開放
園庭で遊具を使って自由に遊ぶ。祝日
を除く月曜～金曜に全幼稚園で実施

年
齢
表

▷0歳児…平成30年4月2日以降出生　　  　▷1歳児…29年4月2日～30年4月1日出生
▷2歳児…28年4月2日～29年4月1日出生　▷3歳児…27年4月2日～28年4月1日出生
▷4歳児…26年4月2日～27年4月1日出生　▷5歳児…25年4月2日～26年4月1日出生

※私立幼稚園等の取り組みは各園によって異なり
　ます。実施の有無は各園で確認を

　市内の保育所・幼稚園等では、子育て中の皆さんを支援するため、さまざまな取り組みを行っ
ています＝下表参照。遊びなどを通して同世代の子供たちと交流できる機会です。保育所や幼
稚園などに通っていないお子さんも、ぜひご参加ください。
　申込方法、日時、内容、実施の有無など詳しくは、各表または各保育所・幼稚園等にご確
認ください。市のホームページ（ページ番号：89722415）でも確認できます。
※各幼稚園・幼稚園型認定こども園の一覧は、本紙8面の「幼稚園園児募集」をご覧ください

園庭開放・体験保育 あそびにいこう！

令和元年（2019年）8月25日	 （3）



 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。

子供の定期予防接種 問合せは保健予防課
（0798・35・3308）へ

ち
ゃ
ん

豊
嶋 

康
馬

 

（
10
カ
月
）

こ
う
ま

保険証など持参を

【会場・日程】西宮市役所前…11日(水)の10:00～12:00、13:15～16:00▷上甲子園
公民館…26日（木）9：30～11：30▷ＪＲ西宮名塩駅前…29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
《にしきた献血ルーム》毎日受付 ▽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 (９月分) 問合せは保健予防課
（0798・35・3301）へ

【対象年齢】平成31年4月～令和2年3月に誕生日を迎える年齢で確認を
【  申  込  】9月2日～実施日の2週間前（9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

10月の健診（検診） 問合せは健康増進課
（0798・35・3127）へ

【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

申込は各会場へ

歯周疾患検診

対象者に個別通知。対象は40・50・60歳〔個 500円〕、70歳〔個 無料〕

西宮市各種健康診査 会場・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送付済み。無料〔個 無料〕
▪長寿（後期高齢者）健康診査…対象者に受診券を送付済み。無料〔個 無料〕
▪基本健康診査…40歳以上で令和元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〔個 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

健康ドック
▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円

会場 10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）

■西宮市各種健康診査、がんなど各種検診の会場・日程など
会場 10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）

西宮市医師会診療所 7日(月)・21日(月)・28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

①塩瀬体育館 11日(金)9:30～16:00（※1）兵庫県健康財団（078・793・
9333）…①8月29日～9月12日、
②8月30日～9月13日、③9月3日
～18日（いずれも土・日曜、祝日を
除く）の9:00～17:00

②鳴尾中央センター 15日(火)・17日（木）の
9:00～15:30（※1・2）

③山口保健福祉センター 21日(月)9:00～15:30（※1）
（※1）予約者数により午前のみの実施となる場合があります
（※2）15日は胃がん検診無し、17日は胃がん検診のみ

▪胃がん検診…40歳以上。1000円　▪大腸がん検診…40歳以上。600円〔個 1200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700円で実施。
　　　　　　　　　　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〔個 1200円〕

がんなど各種検診 会場・日程は下表のとおり　※受診券不要

　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

（☆）はインターネットで予約ができます

▪乳がんマンモグラフィ併用検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個 1800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〔個 1400円〕

会場 10月の日程　※一部11月分あり 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）

塩瀬体育館 ※乳がん検
診（視触診）は塩瀬公民館

11月5日（火）9:00～11:00 ※乳がん
検診（視触診）は12月10日（火）午後

兵 庫 県 健 康 財 団（078・
793・9333）…9月11日～
10月2日（土・日曜、祝日
を除く）の9:00～17:00山口保健福祉センター 11月5日（火）13:30～16:00 ※乳が

ん検診（視触診）は12月5日（木）午後

女性のための検診 ※受診券不要

事業名 9月の日程 ※一部10月分あり 会場 備考

マザークラス

10月16日（水）・23日（水）の
13：30～16：00（2回シリーズ） 中央 対象は12月～来年2月出産予定の初

妊婦。定員35人。申込は9月18日から
10月21日（月）・28日（月）の
13：30～16：00（2回シリーズ） 北口 対象は12月～来年2月出産予定の初

妊婦。定員36人。申込は9月26日から

乳児健康相談

4日（水）9：45～10：15
（身体計測のみ10:45まで） 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。問合せは★印…北口へ

9日（月）13：30～14：30
（身体計測のみ15:00まで） 中央

10日（火）10：00～10：30
（身体計測のみ11:00まで）

★若竹
　公民館

はじめての
離乳食講座 20日（金）10：30～11：50 北口 対象は平成31年3・4月出生の第1子と

保護者。定員36人。申込は9月3日から

離乳食講座 26日（木）10：30～11：45 中央 対象は平成30年8月～12月出生の第1子
と保護者。定員30人。申込は9月2日から

家族で学ぼう
離乳食講座 7日(土)10:00～11：45 北口

対象は平成31年1月～4月出生の第1
子と保護者2人。定員15組。申込は8
月29日から

育児セミナー 28日（土）13：00～16：00 なるお文
化ホール

対象者に個別通知。市外で母子手帳
をもらった初妊婦は鳴尾へ申込を

ぜん息・アレ
ルギー相談 9日（月）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。

対象は中学生以下

親子の
歯の教室

11日（水）・25日(水)の
13：30～15：00 保健所

歯科健診、歯磨き指導、フッ化物塗
布（希望者に1回限り）。対象は小学
校入学前。申込は8月29日から

子育て関係 (９月分)
□▪3歳児健康診査（平成28年4月出生）、1歳6か月児健康診査（30年2月出生）、
10か月児健康診査（30年11月出生）、4か月児健康診査（令和元年5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

要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く

　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

〔個〕…個別検診（市内の委託医療機関で受診）の金額。記載のないものは
　　　  個別検診を実施していません

事業名 9月の日程 会場 備考

電話栄養相談 18日（水）・25日（水）の
9：30～11：30

栄養士による電話相談。
実施日に北口へ

ぜん息・呼吸器
相談 25日（水）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。対象は成人。

肺年齢測定可
歯科健康相談 9日（月）14：00～15：00 中央 歯科医師による相談

お悩み解決！
栄養相談

2日（月）13：00～15：00 山口
栄養士による相談17日（火）10：00～12：00

13日（金）10：00～12：00 塩瀬24日（火）13：00～15：00
若竹ふれ愛
健康相談 10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 3日（火）13：30～15：30 保健所 事前の面接が必要。

申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉相談

10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

20日（金）13：10～14：00 北口
24日（火）13：20～14：00 鳴尾
26日（木）13：20～14：00 中央

保健所家族教室 18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 13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 13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

相談など (９月分) 要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く

※一部11月実施分含む
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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

★�ちびっこ親子泥んこの会

日 9月10日（火）午前10時40分～
会 鳴尾浜臨海公園南地区フラワー
ガーデン
対 1歳～3歳の子と保護者 定 あり
申・問 同公園南地区管理事務所（48・9386）

★�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり
問 同館（37・0485）
オリジナルカタツムリづくり
日 9月14日（土）の午前10時～午後4時　
※材料が無くなり次第終了 対 小学校入学前
は保護者同伴 ￥ 100円（別途要入館料）
甲子園浜の生きものウォッチング
日 9月29日(日)正午～ 
会 甲子園浜自然環境センターとその周辺 
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、参加者全員の氏名・年齢、
住所、電話番号を書き、9月9日（必着）まで
に同館（〒662－0934西宮浜4丁目13－4）

★�講演会「多言語・多文化
　多世代で子育て♪自分育て♪」

日・会 ①9月15日（日）午後2時～…越木
岩会館▷②21日（土）午後2時～…市民
会館▷③25日（水）午後4時～…越木岩
公民館
定 あり 申・問 ヒッポファミリークラブ
（0120・557・761）
託 ①②はあり

★�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 9月20日（金）・27日（金）の午前10時～
会 子育て総合センター
対 平成31年2月1日以降に出生した子
と保護者、初妊婦
定 各日20組程度。多数の場合日程調整
申 ハガキに催し名、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 ）を 書 き、9月2日（必着）までに同セ
ンター（〒662ー0853津田町3ー40
☎39・1521）。市のホームページ（ペー
ジ番号：74727006）からも申込可

★�父になるあなたへ～家族を
　笑顔にする基本の料理講座

日 9月21日(土)、12月7日(土)の午前
10時～
会 中央公民館
対 1歳程度までの子の父親
（妊娠中のパートナーがいる人も可）
￥ 各1500円 定 あり
申・問 ア・リトル（090・5557・9783）
託 あり

★�親子・ファミリーのための
　バイオリンミニライブ&体験会

日 9月23日(月・祝)午後4時15分～
会 越木岩公民館 
対 小学生以下は保護者同伴
￥ 1000円。小学校入学前無料 定 あり
申・問 越木岩バイオリンを弾く会
（090・3941・9199…坂井方）

★�お芝居の中に遊びにおいでよ！

日 10月3日（木）の①午前10時、②11時～
会 北夙川体育館 内 プロの舞台俳優に
よる親子遊びのワークショップ
対 0歳（②は1・2歳）の子と保護者
定 あり
申・問 西宮市文化振興財団（33・3146）

★�０歳からの親子でリトミック

日 10月～12月のおおむね第1・4月
曜の午前10時、11時10分～
会 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
対 3歳までの子と保護者
￥ 各回600円 定 あり
申・問 同校（38・6630）

★�若竹生活文化会館のこども講座

日・内 下表のとおり
対 小学生（①は小学2年生～6年生）
定 あり 申・問 同館（67・7171）
※詳しくは市のホームページ（ページ
番号：58274756）で確認を
①若竹こども習字講座（後期）
日 10月8日～来年3月10日の火曜（19回）
午後5時～ ￥ 毛筆のみ5500円、毛筆と硬
筆5950円
②若竹こども将棋講座（後期）
日 10月8日～来年3月10日の火曜（12回）
午後5時15分～ ￥ 2400円

芸     術芸     術

★9月のギャラリー

日・内 下表のとおり
問 文化振興課（35・3425）

ロビーギャラリー ストリートギャラリー
会場 市役所本庁舎1階 札場筋

内容
洋画（金谷一子さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

幸和園・南幸和園・
越水幸和園園児作品
「みーつけた！」他

※展示はいずれも2日(月)から

★�西宮混声合唱団�定期演奏会

日 9月22日（日）午後2時～
会 市民会館アミティホール
対 4歳以上 ￥ 1000円
問 同団（0797・32・5396…松本方）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★シニアのためのスマホ活用講座

日・内 下表のとおり 会 市民交流センター
￥ 500円(2回分) 定 各12人。先着順
申 8月29日から電話で関西イー・エ
ルダー（090・7220・0125…望月方）
前半(午前10時～ ) 後半(午後1時半～ )

5日(木) 6日(金)
6日(金) 9日(月)
9日(月) 19日(木)

※いずれも9月。前後半の2回シリーズ

★家庭教育講演会「子どもとともに
　幸せな家庭を築くために」

日 9月20日（金）午前10時～
会 プレラホール 定 あり 
申・問 社会教育課（35・3868） 託 あり

★大学共通単位講座（後期）市民聴講

日・内 下表のとおり。9月24日開講（各15回）
会 大学交流センター
対 高校卒業と同等以上の学力がある人。
在勤者可 
￥ 各5000円 定 各5人。多数の場合抽選
申 所定の願書と必要書類を9月3日～
10日（必着）に同センター（69・3155
…月曜休館）。持参も可（土・日・月曜
除く）　※願書は同センター等で配布
曜日・開講時間 科目名

火曜 15：30 室町・戦国時代の社会と文化
17：50 医学を支えるサイエンス

水曜 10：50 キャリアと組織の心理学
17：50 教養のための生命科学

木曜 17：50 国際協力の役目とその仕組み
17：50 各国の文化と社会Ⅱ

金曜
10：50 ビジネス活動とキャリアデザイン
13：20 経済学の歴史：A.スミスから現代まで
15：30 色と暮らしのデザイン

★めぐみ公開講座アートセミナー
　古典倶楽部～関白兼家とその子孫たち

日・内 9月27日、11月1日・29日。
いずれも金曜午後1時半～
会 神戸女学院めぐみ会館 対 小学生以上
￥ 各1000円。大学生以下無料 定 あり
申・問 めぐみ会事務局（51・3545）
託 あり

★普通救命講習会

日 10月2日（水）午後1時半～ 
会 消防局 定 20人。先着順
申 9月11日から救急課（32・7319）。
市のホームページ（ページ番号:5833
7685）からも申込可

★�インターカレッジ西宮
　日本文学・文化史レクチャー

日・内 いずれも午後6時半～。2回シ
リーズ▷10月8日（火）…光格天皇と京
都御所▷15日（火）…光格天皇の理想
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、9月24日

（消印有効）までに同センター（〒663ー
8035北口町1－2－602☎69・3155）

★�マンション管理実務セミナー

日 10月12日（土）の午後1時、2時20
分、3時40分～ 会 市民会館
内 弁護士等が専門的に解説 定 あり
申・問 すまいづくり推進課（35・3778）

★�ワーク・ライフ・バランス�シンポジウム

日 10月15日(火)午後2時～
会 尼崎商工会議所（尼崎市）
内 だれもが働きやすい職場環境づく
りを考える 定 あり
申・問 尼崎経営者協会（06・6411・4281）

★�秘書検定2級�資格取得準備講座

日 10月28日～来年2月3日の月曜(10
回)午後6時半～
対 在勤・在学者可 ￥ 4800円
定 30人。多数の場合抽選
申 9月13日までに市のホームページ
（ページ番号：92555119）
会・問 若竹生活文化会館 （67・7171）

★�西宮文学案内�後期講座

日・内 下表のとおり 会 勤労会館ホール 
￥ 各500円 定 各400人。多数の場合
抽選。連続受講希望者優先
申 ハガキに講座名、参加者全員（1枚に3
人まで）の受講希望日・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を書き、10月10日（必着）
までに西宮市文化振興財団（〒662－
0918六湛寺町10－11☎33・3113）
「風よ僕らに海の歌を」と西宮
日 11月10日（日）午後2時～ 
「浪花女的読書案内」から見た西宮
日 12月15日（日）午後2時～
作家自筆の手紙から読み解く西宮の風土
日 来年1月19日（日）午後3時～

催     し催     し

★�にしのみや酒まつり

日 9月6日（金）の午後4時～8時
会 エビスタ西宮1階エビスタスクエア
内 有料試飲会 対 20歳以上
問 阪神・にしのみや（37・1124）

保健所保健予防課（0798・26・3675）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム8月

　今年の夏は手足口病、ヘルパンギーナ等の感染症が流行しました。
ウイルスは感染者の唾液や咳（せき）の中だけにいるわけではなく、
手を介した感染も多くみられます。そして、目には見えませんが、身
の回りのあらゆるところにさまざまな細菌やウイルスがいます。その
ため、感染症予防には手洗いがとても大切です。帰宅後、食事前、ト
イレの後等欠かさずに手洗いをし
ましょう。また、家庭内でタオル
の共用は感染を拡げてしまうので、
別々にタオルを使うことをお勧め
します。家族で正しい手洗いをし
て健康に気をつけましょう。

こまめな手洗いを習慣化しましょう◆ ◆

松尾保健師小堀診療放射線技師 井上保健師

【毎月25日号は ＂健康づくりコラム＂】保健だよりと連動して、保健師や管理栄養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

イベント 応募資格 定員 応募期間
ハロウィンパレード

（市役所前線での仮装パレード）
仮装している人
※申込代表者が在住・在勤・在
学者であること( 代表者は参加
者である必要はありません）
※小学校入学前は保護者同伴

500人
（1組20人まで）8月26日～9月25日

(必着)
多数の場合抽選ハロウィンアワード

（特設ステージでの仮装コンテスト）
30組

（1組10人まで）
 ※アワード入賞者（チーム）には賞品あり

問 にしのみや市民祭り協議会事務局（0798・35・3458…市民協働推進課内）

　にしのみや市民祭り協議会は、下表
のイベントへの参加者を募集します。
申込方法など詳しくは、同協議会の
ホームページ（https://www.nishino 
miyashiminmatsuri.jp/）か、市民協働

推進課（市役所
本庁舎7階）、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チラシをご
覧ください。

ハロウィンパレード
参加者募集！

（仮装コンテスト）アワード＆

にしのみや市民祭り（土）10 26

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

￥

会

対
内

定
申
問
託

…会場
…内容
…対象
…参加費等
…定員
…申込
…問合せ
…託児
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★�であい市門戸厄神

日 9月1日（日）の午前10時～午後3時
会 門戸厄神東光寺
内 フリーマーケットやステージなど
問 同実行委員会（54・6733）

★こどもの本のブックフェア

日 9月6日（金）～11月6日(水)の午前
9時半～午後6時（9月の火曜～金曜は
7時まで）。 9月9・17・24・30日、10月
3・7・15・21・28日、11月5日は休館
内 大人向けに児童書を展示・貸出
会・問 中央図書館（33・0189）

★�パネル展とブックフェア「摂津名所図
会の世界～江戸時代のガイドブック」

日 9月6日（ 金 ）～29日（ 日 ）（ ブ ッ ク
フェアは10月2日(水)まで）の午前9
時半～午後7時（土・日曜、祝日、10月は
6時まで）。9月9・17・24・30日は休館
会・問 鳴尾図書館（45・5003）
※9月15日午後2時から展示解説会あり

★�救急フェスタ＠阪急西宮ガーデンズ

日 9月7日(土)の午前11時～午後4時
内 消防音楽隊の演奏やAED体験など
問 消防局救急課（32・7319）

★�お手玉遊び教室

日 9月7日（土）の午後1時半～3時半
会 市民交流センター
問 西宮お手玉の会（34・4627…松山方）

★�広田山荘�市民観月会

日 9月13日（金）午後6時～ ￥ 3000円 
定 あり 申・問 同山荘（71・8380）

★�笑福亭銀瓶�プチ独演会

日 9月14日（土）午後2時～ 
対 小学生以上 ￥ 2000円
会・問 西宮能楽堂（48・5570）

★�男女共同参画センター�ウェーブの催し

日・内 下表のとおり 定 あり
申・問 ウェーブ（64・9495） 託 あり
子連れ離婚を考えたとき
日・内 いずれも午前10時～▷9月20日(金)
…知っておきたい法律▷26日(木)…住居
を売ること、借りること▷10月4日(金)…
生活設計～離婚後のお金と暮らし
ラストフライデイシネマ「メアリーの総て」
日 9月27日（金）の午前10時、午後6時半～

★�にしのみやの酒と食の宴

日 10月5日（土）午後5時～
会 西宮神社会館
内 各蔵元の日本酒と懐石料理を味わう
対 20歳以上の女性。1組1人～4人
￥ 1人5000円 定 あり
申・問 西宮商工会議所（33・1258）

★西宮まちなみ発見まちあるき
　上ケ原高低差さんぽ

日 9月28日(土)午前9時に阪急門戸厄
神駅に集合
内 神戸女学院建築物と上ケ原台地の眺望巡り
対 小学生以上（小学生は保護者同伴）
￥ 1000円 定 あり
申・問 西宮まちなみ発見倶楽部
（080・6224・0560…宇野方、夜）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★リゾ鳴尾浜の催し

日・内 下表のとおり
申・問 リゾ鳴尾浜（46・1555）
市民ファミリーハイキング
日 9月15日（日）午前10時にJR新三田駅に
集合。雨天中止 内 有馬富士公園（三田市）
など約7キロ 申 不要 ※雨天中止の問合せは
午前7時半から専用電話（080・2412・8363）
市民ジョグランサークル
日 9月21日（土）午後4時にリゾ鳴尾浜に集合 
内 リゾ鳴尾浜を起点にしたランニング（3～5㌔） 
対 中学生以上。在勤・在学者可 定 あり

★西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
定 ①30人、②25人、③40人。先着順
申 8月29日午前9時（②は10時、③
は9月2日午前9時）から電話で同セン
ター（73・7581）
①金曜スポーツDAY!!
日 9月20日（金）午後7時～ 会 中央体育館 
内 卓球・卓球バレー 対 小学生以上 
￥ 500円。17歳以下300円
②初任者向けのスポーツ講習会
日 9月20日(金)午後7時15分～ 
会 中央体育館 対 フットサル指導者、これ
から指導する人 ※小学生以上の同伴可
③室内でもできちゃう！かんたん野球
日 10月5日(土)午前10時～ 会 塩瀬体育館 
対 5歳児(平成25年4月2日～26年4月1日
出生)～小学4年生 ￥ 500円

★初心者のための弓道教室

日 9月25日～11月27日の水曜（10
回）午後1時～
会 芦屋市青少年センター体育館
￥・定 あり 申・問 芦屋市弓道協会
（46・7564…松山方、夜）

★�都市型里山里地体験オープンセミナー

日・内 いずれも午前10時～▷①9月
28日(土)…里山と里地をつなぐキャ
ンプ場への薪供給と活用▷②10月13
日(日)…実習「機材を使った里山整備 
チェーンソー」
会 ①甲山自然の家、②社家郷山キャンプ場
￥ 各500円 対 18歳以上
定 各20人程度。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、参加
者全員の氏名・年齢、電話番号、FAX

番号を書き、9月10日（②は24日。
いずれも必着）までに同センター

（〒662－0001甲山町67☎72・0037）

★オリンピアン・中村友梨香さん
　によるマラソン教室

日 10月14日（月・祝）午前9時半、11月
30日(土)午後2時半～。2回シリーズ
会 中央運動公園陸上競技場
対 20歳以上 定 30人。先着順
申 9月2日から市のホームページ
（ページ番号：33388067）
問 スポーツ推進課（35・3426）

★�甲子園リレーラン

日 下表のとおり。来年1月11日（土）
の午前8時45分、午後1時～
会 阪神甲子園球場 ￥・定 あり
申 8月26日から同大会ホームページ
（https://sportsone.jp/koshien
relayrun/2020/）
問 同大会事務局（0570・00・2107)
リレーラン部門（6人で約16㌔）
対 中学生以上。阪神沿線に居住・通勤・
通学者を含む1～6人
ファミリーラン部門（家族で約1.6㌔）
対 小学生以上。阪神沿線に居住の家族
（小・中学生と保護者を含む）で2～5人

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�いのちとこころ関連図書展示フェア

日 9月6日（金）～10月2日（水）の午前
9時～午後8時（土・日曜、祝日は6時
まで）。9月9・17・24・30日は休館
会 北口図書館
問 保健所健康増進課（26・3160)

★�あきのイベント

日 9月7日(土)午後2時～
会 チャイルド・ケモ・ハウス（神戸市）
内 ゲーム&パフォーマンス
対 小児慢性特定疾患の小学校入学前
の子と保護者
申・問 チャイルド・ケモ・ハウス
（090・8533・2499）

★コミュニケーションに困難を感じて
　いる学生のための進路応援セミナー

日・内 9月11・25日、10月9日。 い
ずれも水曜午後6時～　※10月半ば～
来年2月に個別面接・進路相談あり
会 大学交流センター 定 あり
申・問 阪神北障害者就業・生活支援セ
ンター（072・770・8664）

★こころの健康寿命を延ばす　
　睡眠＆セルフケア講座

日・内 いずれも午後2時～▷①9月15
日（日）…中高年からの良い睡眠と生活習慣

▷②23日（月・祝）…マインドフルネス入門
会 職員会館 対 在勤者可
定 ①100人、②70人。先着順
申 8月30日午前9時から電話で保健所
健康増進課（26・3160）。市のホー
ムページ（ページ番号:38961371）
からも申込可

★�市民健康介護講座

日 9月19日（木）午後1時45分～
会 西宮協立リハビリテーション病院
内 テーマは「生活不活発病と介護保
険」、「骨と筋肉と脳を大切にしよう」
定 あり 申・問 同病院（75・3000）

★�点字を学ぼう！初級点訳講座

日 9月20日～12月6日の金曜（10回）
午後1時半～ 会 中央公民館 
対 在勤・在学者可 ￥ 756円 
定 20人。先着順 申 8月29日午前9時
から電話で同館（67・1567）

★�西宮市医師会市民フォーラム
　「在宅医療・緩和医療ってなぁに？」

日 9月28日（土）午後2時～
会 フレンテホール
定 300人。当日先着順（受付は1時半から）
問 同医師会（26・0662）
※手話通訳あり。要約筆記は要予約

★�難病・小児慢性特定疾病
　医療相談会

日 9月29日（日）の午後1時～4時
会 プレラにしのみや
内 医師の講話、交流会など
対 患者とその家族
申・問 西宮市難病団体連絡協議会
（090・6373・3184）

医療の相談ブース
多発性硬化症 特発性間質性肺炎
重症筋無力症 腎臓病
後縦靭帯骨化症 腎炎・ネフローゼ

★�西宮市民健康フォーラム
　「自分と家族の健康を考えよう」

日 10月10日（木）午後1時半～
会 プレラホール 定 あり
申・問 保健所健康増進課（26・3667）

人  事  募  集人  事  募  集

★�社会福祉事業団の職員募集

内 下表のとおり▷①正規職員…介護
老人保健施設における介護業務▷②契
約職員…地域包括支援センターにおけ
る相談支援業務など
対 社会福祉士または介護福祉士（②は
主任介護支援専門員）資格取得者
定 若干名 申・問 同事業団（34・2611）
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★�市の嘱託職員（保健師業務）

内 週4日30時間勤務。更新は65歳まで
対 免許取得者 ￥ 月額22万400円 
定 2人 申 履歴書（職種を明記）と職
務経歴書、免許証の写しを8月26日～
9月20日に人事課（市役所本庁舎5階
☎35・3514）へ持参か郵送（必着）。
郵送の場合は82円切手を貼った返信
用封筒を同封のこと。職務経歴書は市
のホームページ（ページ番号:407233
18）からダウンロード可

★�市立保育所の人事募集

内 下表のとおり
申 保育所事業課（35・3906）
臨時保育士（週3日勤務）
内 月曜～金曜の午前9時～午後5時半また
は午前9時半～午後6時 ￥ 日額9240円
嘱託パート職員
内 月曜～土曜の午前7時15分～10時半の
うち2時間～2時間半▷月曜～金曜の午後3
時～7時のうち3時間▷月曜～金曜（週3日）
の午後3時～7時のうち3時間▷土曜の正午
～午後7時のうち6時間 ￥ 1時間1264円

★市立幼稚園の保育支援員(臨時職員)

内 週5日28時間勤務
対 教員免許等資格を有する人または
保育補助経験者など
￥ 日額6180円（4時間勤務日は4120円）
申・問 特別支援教育課（35・3897）

★�市の臨時保育士登録・相談会
　～市立保育所で保育士しませんか!

日 9月7日（土）の午後1時～5時（受付
は4時半まで）
会 職員会館

問 保育所事業課（35・3906）
※履歴書・保育士証の写しを持参

スクール・資格スクール・資格

★�甲種防火管理新規講習

日 9月17日（火）・18日（水）の午前10
時～。2回シリーズ
会 消防局 ￥ 5100円 定 あり 
申・問 消防局予防課（32・7316）

相     談 相     談 

★�いじめ相談ダイヤル開設中

日 月曜～金曜の午前9時～午後5時半。
祝・休日、年末年始は休み
内 いじめの電話相談（33・0077）
対 児童・生徒および保護者
問 学校保健安全課（35・3795）

★�9月の害虫無料相談会

日・内 下表のとおり。雨天中止の場合あり
問 環境衛生課（35・0002）
日程 会場

5日（木） アプリ甲東
12日（木）夙川グリーンタウン
19日（木）KOHYO甲子園店
26日(木) コープこうべ苦楽園
※時間は午前10時～午後4時

★�消費生活センター�9月の相談会

日 10日（火）・24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）

そ   の   他そ   の   他

★関西学院大学図書館の
　一般公開利用登録

日 10月～来年3月
対 20歳以上（他大学の職員・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
￥ 3500円
申・問 9月2日～17日に同館（54・6123）

★宮水娘を募集

日 10月5日（土）午前8時半～
内 西宮神社の「宮水まつり」で巫女（みこ）
装束を着てパレードに参加、「西宮酒ぐら
ルネサンスと食フェア」の手伝いなど
対 20歳以上の女性（初参加者に限る）
定 若干名。多数の場合抽選
申 住所、氏名、年齢、電話番号、身長、職業

（勤務先か学校）を書いたものと全身が
写った写真を9月20日（必着）までに宮
水まつり実行委 員 会（ 〒662－0927
久保町4－6☎22・4996） 
※結果は9月27日までに通知

9月1日～15日…119番の通報要領
について、16日～30日…救急講
習会について▷病院情報…月曜～
金曜の午後5時（土曜は午前11時）
～翌朝8時と日曜・祝日の24時間

　※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（9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人にク
オカード3000円分をプレゼント。9月の
テーマは「西宮の都市農業の発展～その
歴史と技術」。ゲストティーチャーは、技
術士の京啓一さん
※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
古関裕而と甲子園球場のあるまち・西宮
日 8月31日（土）午後1時～ 
内 「栄冠は君に輝く」、「阪神タイガースの
歌」などを作曲した古関裕而と、甲子園球
場のあるまち西宮市をテーマにした番組

月分9
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

毎週月曜更新。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）

2日（月）～8日（日）、16日（月・祝）～22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
9日（月）～15日（日）、23日（月・祝）～29日（日）
ＰＲ…テーマは「スポーツ推進」。トップ
アスリートによる東京オリンピック・パ
ラリンピック種目の体験会を通して紹介
3０日（月）～1０月6日（日）
中国紹興市交換番組…友好都市・中国紹興
市との交換番組。今回のテーマは「蓄音機」
2日（月）～1０月6日（日）
スポトレ…気軽にできる運動を紹介。テー
マは「リズム体操」

【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)

用いた情報伝達試験を行います。市内
146カ所に設置している防災スピー
カーとさくらFMからの試験放送（緊
急告知ラジオも起動）と、にしのみや
防災ネットからのメール配信をしま
す。放送された内容は、電話（050・
5578・2628）でも確認できます（通
話 料 有 料 ）。 問 合 せ は 災 害 対 策 課
（0798・35・3626）へ。　※緊急告
知ラジオは完売しています。再販予定
については改めてお知らせします

　◆ため池による被害を防ぐために　
ため池に亀裂や漏水などを発見したら
直ちに連絡を。管理者は日頃から注意
を払って点検し、豪雨が予想される際
は、事前に水位を下げるなど適切な対
策をお願いします。問合せは農政課
（0798・34・8488）へ
　◆市営住宅の入居者募集（予告）　
市営住宅の新規入居者の募集期間は9
月17日～27日。募集戸数・申込方法

など詳しくは本紙9月10日号でお知ら
せ。申込案内書は募集期間中のみ配布。
問合せは西宮市営住宅管理センター
（0798・35・5028）へ
　 ◆ 平成30年度住民基本台帳の一部
の写しの閲覧状況を公表　8月26日～
9月25日に市民第2課（市役所本庁舎
1階）、各支所（各市民サービスセン
ター・分室を除く）で公表するほか、
市 の ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
65346775）からも閲覧可。問合せ
は市民第2課（0798・35・3112）へ
　◆蚊やダニが媒介する感染症に注意
　蚊はデング熱や日本脳炎、マダニは
日本紅斑熱などの感染症を媒介するこ
とがあるため、かまれないように注意
を。対策は、①長袖・長ズボンを着用
し、サンダルを避けて靴や靴下を履く、
②帽子や手袋をする、首にタオルを巻
く、③虫よけ剤・スプレーを使うなど。
問合せは保健所保健予防課（0798・
26・3675）へ　※マダニにかまれた箇

所は、直接触らず皮膚科などで処置（除
去・洗浄）し、発熱等があれば受診を

◆官公署から
　◆フェニックス共済に加入を　自然
災害で被害を受けた住宅の再建や家財
の購入等を支援。負担金・給付金は次
のとおり　《住宅再建共済制度》【負担
金】年額5000円【給付金】再建・購
入…600万円▷補修…50万円～200
万円など　《一部損壊特約》【負担金】
年額500円【給付金】再建・購入・補修
…25万円など　※一部損壊特約のみ
の申込不可　《家財再建共済制度》【負
担金】年額1500円【給付金】全壊…
50万円▷大規模半壊…35万円など
問合せは県住宅再建共済基金（078・
362・9400）へ　
※9月17日（火）、10月～来年2月の第
3月曜に市役所本庁舎1階広報コー
ナーで出前受付を実施。問合せは阪神
南県民センター（06・6481・8061）へ

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

9月定例市議会を開催
平成３０年度決算を審査

　9月定例市議会が、8月30日～10月
4日の日程で開かれる予定です。主な
日程は、本会議での一般質問が9月5
日～10日、常任委員会が12日～17日、
本会議での議案の採決が18日、決算
特別委員会の各分科会が25日～10月
1日、本会議での決算の採決が10月3
日の予定です。なお、日程は変更にな
る場合があります。また、本会議、委
員会は傍聴できます。本会議の模様は
市議会ホームページ（https://www.
nishi.or.jp/nishinomiyashigikai/）
のインターネット中継でも見ることが
で き ま す。 問 合 せ は 議 会 事 務 局
（0798・35・3378）へ。

個人市県民税 未申告者の実態調査

　市は、税負担の公平化を図るため、
平成31年度個人市県民税の未申告者
の実態調査を行います。
　9月2日付けで該当者に申告書を送
付しますので、必要事項を記入し、9
月17日までに同封の返信用封筒で返
送してください。問合せは市民税課
（0798・35・3267）へ。

8月28日　防災スピーカー・
緊急告知ラジオが鳴ります

　8月28日（水）午前11時頃に、地震・
津波や武力攻撃などの発生に備え、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）を

公民館定期使用グループ 会員募集
【中央公民館】
　◎中公陶芸グループ（67・7641…西川方）
　　第2木曜、第4月曜の午後0時半から
　◎碁遊会（090・5641・0902…森本方）　
　　第1・3土曜の午後0時半から。囲碁
　◎ホワイトボイス（080・4986・4789…大熊方）
　　第2・4水曜の午後6時から。歌のボイストレーニング
【鳴尾公民館】
　◎鳴尾手編みグループ（41・2917…香西方、夜）　
　　第1～3金曜の午前9時半から
　◎リフォーム洋裁（41・9063…村上方、夜）　
　　第1～3火曜の午前9時から
【甲東公民館】
　◎コーラ・ラフィーネ（0797・32・7715…芝池方）
　　第1～4火曜の午前9時45分から。女声コーラス
　◎プチトマトマミー（65・2701…上東方、夜）　
　　第1～4水曜の午前9時から。親子ふれあい遊び
【学文公民館】
　◎コール・アマービレ（090・5464・8611…藤谷方）　
　　第1・2・4金曜の午後1時から。女声コーラス
　◎学文きもの着付グループ（090・7769・8518…仙場方）　
　　第2・4月曜の午前10時から

【山口公民館】
　◎ダンスサークル リラの会（0797・62・5152…西村方、夜）
　　第1～3土曜の午前9時半から。社交ダンス
【南甲子園公民館】
　◎甲子園フォークダンスクラブ（47・6731…岡﨑方）　
　　第1・2・4土曜の午後0時半から
【今津公民館】
　◎スウィングダンス（090・6918・7232…湯田方）　
　　第1～4月曜の午前9時半から。社交ダンス
【春風公民館】
　◎春風将棋グループ（49・0331…楠方、夜）　
　　第1～4水曜の午後5時半から
【浜脇公民館】
　◎浜脇エクササイズ（35・8505…小林方）　
　　第1～4金曜の午前10時半から。健康体操
【瓦木公民館】
　◎hana太極拳（67・6139…豆柄方、夜）
　　第1・3・4火曜の午前10時から
【段上公民館】
　◎健康体操（53・0412…北村方、夜）
　　第1～4月曜の午後1時から

活動内容など詳しくは各グループへ問合せを。
※電話番号で市外局番のないものは≪0798≫
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来年（2020年）4月入園幼稚園 の園児募集

② 新制度に移行した私立幼稚園
    認定こども園 

① 市立幼稚園 
平成26年（2014年）4月2日～28年（2016年）
4月1日出生の市内に住民登録のある幼児

　市立幼稚園と市内の私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を含む）・認定こども園（幼稚園としての利用に限る）は、来年4月の入園申込を受け
付けます。保育料については「幼児教育・保育の無償化」の記事に記載しています。　※表内に市外局番のないものは《0798》

９月２日から各園で配布

類型 園名 所在地 電話番号 類型 園名 所在地 電話番号

幼稚園

くるみ 仁川町5丁目6－49 51・0638

認定
こども園

いるか 西宮浜4丁目１３－２ 32・1089
甲子園東 甲子園四番町4－３２ 41・1735 上甲子園 甲子園口２丁目１6－３１ 67・1733
すずらん 甲風園２丁目4－１5 65・1166 甲東 甲東園１丁目２－１5 53・6740
花園 上鳴尾町１9－１9 47・2214 むこがわ 松並町9－4 67・3002
みそら 若松町１－１ 72・1388 幸 北六甲台１丁目２３－１0 078・903・1551
西宮公同 南昭和町１0－２２ 67・4691 ※西宮公同幼稚園、幸幼稚園は、来年度から移行予定

保育料が変わります

３～５歳児 0～2歳児
保育所

0円

住民税非課税世帯のみ
0円

地域型保育事業

認定こども園＜保育所として利用＞

認定こども園＜幼稚園として利用＞
（※１） 満３歳児のみ0円

市立幼稚園
新制度に移行した私立幼稚園

（※１） 満３歳児のみ0円

新制度に移行していない
私立幼稚園（※１）

【対象は満3歳児以上】
月額２万5700円を上限に、保護者に
代わって市から園に支払い（※２）

◎国立大学附属幼稚園は、月額8700円を上限に無償化の対象
（※１）…�保育の必要性の認定を受けた世帯は、預かり保育の利用料も

月額１万１３00円（満３歳児は住民税非課税世帯のみ月額１万
6３00円）を上限に無償化の対象

（※２）…�保育料が２万5700円を超える場合は、保護者が差額を園に要
支払い

　変更後の保育料は下表のとおり。教材費、通園バス代など
は無償化の対象外です。

（※）償還払い…利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請す
　　　　　　　ることで、上限の範囲内で払い戻しを受けること

問 保育入所課
（0798・35・3160）

対象

※認定こども園を保育所として利用する場合は市
　に申込

９月２日からの月曜～金曜（祝日を除く）
の午後２時～４時に各園で配布

１０月１日～４日の午後２時～４時に入園を希
望する幼稚園で。多数の場合抽選

申込

１０月４日までの応募状況を各園で掲示

願書の配布

申込 １０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

願書の配布

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3043）

スタート
月10

　10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化により、3～5歳児
の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されます。
また、認可外保育施設等の利用料の一部においても、償還払い（※）
にて無償化の対象となります。

幼児教育・保育 無償化の 保育料について～～

　認可外保育施設等の無償化については、償還払い（※）となります。なお、入会金、
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

支　払　時　期
10月～12月

利用分
申請時期 支払時期 来年1月～2月

利用分
申請時期 支払時期

来年１月頃 来年３月末 来年３月頃 来年５月末
※私立幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用）と併用している人は、幼稚園等を通して案内あり

対象施設・サービス
▪認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く）▪一時預かり事業  ▪病児保育事業
▪ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの利用は対象外）
　※利用している施設・サービスが無償化の対象となるかは、各施設に問合せを

対　象　者
　保育所・認定こども園（保育所として利用）・地域型保育事業・企業主導型保育事
業を利用していない、保育の必要性を認められた世帯の児童（市内在住で、市外の
認可外保育施設等を利用している世帯の児童も対象）。

　※幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用）と併用している人は、対象外となる可能性あり
　※保育の必要性の認定を受けていない場合、事前に手続きが必要

▪３～５歳児…月額３万７000円を上限に利用料が無償
▪0～2歳児…住民税非課税世帯のみ、月額４万2000円を上限に利用料が無償

手  続  き  方  法
　 利用している認可外保育施設等から「領収証、提供証明書または活動報告書」（★）を
　 受け取る
　 「所定の請求書」に必要事項を記入し、（★）を添付
　 上記の書類を保育幼稚園支援課（市役所本庁舎７階）へ提出

1

2
３

　市は、名神高速道路と阪神高速５号湾岸線をつなぐ「名
神湾岸連絡線」、および関連する都市計画道路「今津東
線、浜甲子園線他」の変更（素案）について、説明会
を行います＝右表参照。申込不要。

日時 会場・定員 日時 会場・定員
9月17日（火）午後7時～ 西宮浜産業交流会館

（定員１３5人）
9月18日（水）午後7時～ 今津公民館

（定員１２0人）9月23日（月・祝）午前10時～ 9月22日（日）午前10時～
※開場は開始３0分前から。所要時間は２時間程度。定員を超える場合は入場制限あり
※台風接近時など荒天が予想される場合は延期することがあります。詳しくは市のホームページ（ページ番号：
　１２50459３）で確認を問 都市計画課（0798・35・3603）

※会場へは徒歩、または公共交通機関をご利用ください

説明会 名神湾岸連絡線 都市計画の について（素案）ほか

認可外保育施設等の利用料も一部無償化の対象

幼児教育・保育の無償化について詳しくは、
市のホームページ（ページ番号：４37２18９6）で確認できます

　※請求書の様式等・手続きの詳細については、別途お知らせ予定

園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町１5－１4 51・0616 西光 鳴尾町１丁目１6－２ 47・1737 阪急 大屋町２8－１8 66・2015
関西学院 岡田山7－54 53・3950 夙川学院短期大学付属 神園町２－２0 74・6455 東山 東山台２丁目8－１ 0797・61・3603
甲子園学院 熊野町5－１8 67・7272 松風 鳴尾町３丁目4－6 47・2289 光明 甲子園七番町２２－３ 47・1585
甲子園口 甲子園口4丁目２２－9 67・4666 段上 段上町8丁目9－１３ 51・3509 広田 広田町１１－２7 72・2952
甲子園二葉 甲子園三保町6－１0 41・0278 つぼみ 甲子園浜田町１0－１8 22・4405 松秀 千歳町7－１0 36・3560
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－２6 73・4418 仁川 上甲東園２丁目4－4３ 51・0751 武庫川女子大学附属 池開町１0－３ 45・3537
甲陽 甲陽園本庄町7－２３ 74・4610 仁川学院マリアの園 甲東園２丁目１３－9 51・2454 睦 高須町１丁目１－5 49・0581
香櫨園 上葭原町３－３１ 22・8522 西宮甲武 樋ノ口町２丁目6－１ 67・2017 安井 平松町6－7 34・0607
こばと 津門西口町5－9 22・2101 浜甲子園健康 浜甲子園２丁目１0－4 41・1759 和光 室川町１－4 71・6895
こひつじ 津門呉羽町7－３6 23・1950

③ 新制度に移行していない私立幼稚園 

申込
10 1月 日～

願書の配布 ９月２日から各園で配布申込 １０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

園名 所在地 電話番号
定員（※１）
4歳児 5歳児

高木 伏原町３－40 65・0055 ３0 70
春風 今津野田町２－6 26・6152 ３0 70
南甲子園 南甲子園３丁目２－２4 46・1608 ３0 ３5
鳴尾東 笠屋町３0－47 41・4542 ３0 70
山口 山口町下山口4丁目１－5 078・

904・3707 ３0 70

生瀬 生瀬町２丁目３－１6
（※３）

0797・
84・9464 ３0 70

園名 所在地 電話番号
定員（※１）
4歳児 5歳児

浜脇 宮前町8－２２ 33・0835 ３0 70
夙川 松ケ丘町9－２３ 72・2951 ３0 70
越木岩 美作町6－１0 72・4499 ３0 70
大社 柳本町１－8 74・4051 ３0（※２） 70
付属

あおぞら
津田町３－40
(子育て総合センター内) 35・8086 ３0 70

上ケ原 上ケ原三番町6－２7 51・2700 ３0 70
門戸 門戸東町３－２5 52・5447 ３0 70
（※１）5歳児の定員は、今年度4歳児からの進級組を含みます
（※２）大社は、多様な教育的ニーズに対応するため、4歳児の応募状況によっては受け入れ人数の調整を行う場合があります
（※３）生瀬は、来年9月より生瀬小学校敷地内に移転します。（登降園用駐車スペースは一定台数分を確保予定）

問
市立幼稚園

私立幼稚園

学事課（0798・35・3850）
各園 ＝②③参照
保育入所課（0798・35・3160）

第 弾３
お知らせ
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