
西宮市青少年愛護協議会

　市は、「令和元年度西宮市民文化賞」の受賞者を決定しました。
　同賞は、学術・芸術・体育・社会事業・生活文化等に功績があった
個人および団体に贈られるものです。受賞者は洋画家の伊藤弘之さん、
西宮市青少年愛護協議会、西宮市青少年補導委員連絡協議会の１個人
２団体です。贈呈式は１１月３日（日・祝）午前１１時から西宮神社会館で
行われます。

▪ハガキから申込…講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、参加希望日（両
日かいずれか１日）、電話番号、在住・在勤・在学のうち該当するものを
書き、１１月１5日（必着）までに生涯学習推進課（〒662ー
09１１池田町１１ー１）へ。１人１枚。重複申込不可
▪市のホームページ（ページ番号：43１8１１１9）から申込

　市は、「西宮湯川記念賞」の受賞者を決定しました。受賞者はペン
シルベニア州立大学物理学科助教授・村瀬孔大さんです。
　贈呈式は１２月7日（土）午後１時からフレンテホールで行われます。
　※贈呈式に参加するには湯川記念科学セミナー（１２月7日実施分）の
　　申込が必要

　西宮湯川記念賞は、故湯川秀樹博士が
本市在住中に提唱した中間子論により、
日本人初のノーベル賞を受賞したこと
を市の誇りと考え実施している「西宮湯
川記念事業」の一つです。
　理論物理学分野で極めて優秀な成果
を修めた40歳未満の若手研究者に贈
呈されるもので、同研究者の中で、登
竜門として位置づけられるものです。
昭和6１年（１986年）に始まり、これま
で延べ40人が受賞しています。
　村瀬さんの受賞研究は、「高エネル
ギーニュートリノを軸にしたマルチ
メッセンジャー観測に基づく宇宙粒子
物理学の先駆的研究」です。
　この研究は、理論物理学の「物性」、
「素粒子」、「原子核」、「宇宙」の4分
野のうち、宇宙の分野に大きく貢献し
ました。

問 秘書課（0798・35・3432）

問 生涯学習推進課（0798・35・5166）

　洋画家として精力的な創作活動を行い、優れた作品を発表
するとともに、西宮市展審査員として市民の創造活動を奨励
し、本市の芸術文化の向上に大きく貢献。
　また、主宰する西宮現代美術研究会では、後進の指導育成
や展覧会の開催により市民に優れた美術鑑賞の機会を提供す
る一方、西宮市都市景観アドバイザーとして本市の景観行政
の推進にも尽力。

西宮市青少年補導委員連絡協議会

ペンシルベニア州立大学
物理学科 助教授

伊藤 弘之
いとう ひろゆき

さん

洋画家

12月7日（土）午後1時から
フレンテホール 

贈呈式

　地域に根差した声かけ運動や見守り活動を行い、積極的な補導活動を
推進することを目的に、昭和44年（１969年）、補導委員全員から成る組
織として発足し、今年で50周年。
　「地域の子供は地域で育てる」とい
う理念のもと「愛の一声運動」を展開。
　補導委員の資質向上・補導委員同士
の情報交換や連携のための研修会の開
催、広報・調査活動などを展開し、本
市青少年の健全育成・非行化防止に大
きく貢献。

　昭和44年（１969年）、西宮市内の各地区青少年愛護協議会が連絡協調
して、青少年の健全育成のための自主的な地域ぐるみの活動を振興する
ことを目的に結成され、今年で発足50
周年。
　青少年に関する問題や地域での課題
について各地区青少年愛護協議会会長
研修会を実施するとともに、啓発活動
として「西宮市青少年健全育成のつど
い」を開催するなど、本市の青少年健
全育成に大きく貢献。

村瀬 孔大
むらせ こうた

さん

11月3日（日・祝）午前11時から
西宮神社会館 

贈呈式

市民文化賞　湯川記念賞　受賞者が決定

市民文化賞

日時 テーマ（講師）

１2/7（土）午後2時から 超重元素の世界：ニホニウムの先にあるもの
（京都大学大学院理学研究科教授・萩野浩一さん）

１2/１4（土）午後2時から ディープラーニングと物理学
（大阪大学大学院理学研究科教授・橋本幸士さん）

専門家が最先端の科学を分かりやすく解説

湯川記念科学セミナー
　市は、「西宮湯川記念科学セミナー」をフレンテホールで開催します。
日程・テーマなどは下表のとおり。
　在勤・在学者可。受講料無料。定員各２00人。多数の場合抽選。
　また、１２月7日のセミナー開始前（午後１時から）には「西宮湯川記念賞
贈呈式」を開催し、今年度の受賞者である村瀬孔大さんから、受賞した感想
や研究についての話を聞くことができます。

12/7・14

湯川記念賞

輝かしい功績をたたえて輝かしい功績をたたえて

昨年開催された
「西宮市青少年健全育成のつどい」の様子

放課後のパトロール中、
公園で遊ぶ子供たちを見守る様子

宇宙の分野に貢献

自宅のアトリエで創作活動中の伊藤さん

宇宙の分野に貢献

1個人2団体に贈呈1個人2団体に贈呈
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記事内に8桁のページ番号があ
る場合は、市のホームページの
検索ボックスに入力すると、該当
ページをご覧いただけます

市の魅力やイベントを発信中 ≫ ≫ ≫

西宮市ホームページ

健康・医療相談は「ハローにしのみや（0120・86・2438）」へ。24時間年中無休。通話・相談無料！　※非通知設定は解除してください



平成30年度の決算の詳細については、市のホームページ（ページ番号：26894608）をご覧ください。

　皆さんからいただいた市税の中には、使い道を定めた次の3つの目的税があります。入湯税（約1673万円）は、観光の振興や環境衛生施設、消防施設などの整備に、事業所
税（約13億3013万円）は、学校などの教育文化施設や保育所などの社会福祉施設の整備に、都市計画税（約75億9890万円）は、街路事業や下水道整備事業に使われています。
　問合せは税務管理課（0798・35・3229）へ。　※カッコ内は30年度の収入額

▶健全化判断比率…国が定めた財政の健全度を示す指数
▶実質公債費比率…財政規模に対する１年間で支払った借金返済額などの割合
▶将来負担比率…財政規模に対する将来市が支払う借金返済額などの割合
▶中核市平均は30年度数値が未確定のため、29年度決算の数値を表示

　市は、平成30年度の決算をまとめました。皆さんの生活に身近な事業
を行う一般会計を中心に決算の概要をお知らせします。
　一般会計の歳入・歳出の差し引き残高は9億8380万円の剰余となりま
したが、翌年度に繰り越した事業の実施に必要な財源を差し引いた実質的
な黒字は7億1206万円となりました。市税収入、歳出総額を人口で割っ
た市民１人当たりでは、市税負担が約１7万9000円、支出は約35万5000
円となりました。　※人口は平成3１年4月１日現在の推計人口

財政の健全度を示す指数は基準値内に収まっています（数値が低いほど財政は健全）
指標 30年度 29年度 中核市平均

健全化判断比率 実質公債費比率 2.9％ 3.2％ 6.1％
将来負担比率 8.6％ 18.9％ 37.6％

※基金・市債残高は、いずれも一般会計、特別会計の合計額

　老朽校舎の解消や良好な教育環境
のため、校舎の増改築工事を実施し
ました。また、外壁改修工事や屋上
防水工事など、施設改修工事を実
施しました。

31億 321万円
　年間23回発行し、1回当たりの平
均配布部数は23万2300部でした。
また、1部当たりの発行費用は約
12.3円でした。

6626万円
　年間収集量は16万1264㌧、家庭から
出たごみは9万6457㌧、1世帯当たり
449kg、事業所から出たごみは6万
4807㌧、ごみ1kg当たりの収集・処分
費用は43円でした。

市政ニュースの発行

▪ 市税は、土地や株式の譲渡所得の増により、約１１億円の増
▪ 市税収入の増などに伴い、地方交付税は約8億円の減
▪ 投資的経費の増に伴い、市債は約１６億円の増

歳入 棒グラフ（左）

▪ 市役所本庁舎１階吹抜部の天井耐震化工事や第二庁舎（危機管理セン
 　ター）新築工事の進捗などにより、総務費が約20億円の増

歳出（目的別） 棒グラフ（中央）

財政課（0798・35・3414）問

学校の整備

　公園、児童遊園合わせて650カ所
の維持管理や、公園樹・街路樹の
維持管理を行いました。補修工事、
修繕合わせて181件実施しました。

13億2375万円

▪ 道路照明灯のLED化工事や小学校の改築工事などにより、普通建設事
　 業費が約38億円の増
▪ 病院事業会計への補助金や 
   出資金の増により、それぞれ  
   補助費等が約4億円の増、投資
   及び出資金が約3億円の増
▪ 人件費は人事院勧告に基づく
   給与改定による増などがあっ
　たが、退職手当が大幅に減となっ
   たことにより、約2億円の減

歳出（性質別） 棒グラフ（右）

公園や街路樹の維持管理
事
業
費 52億 130万円
ごみの収集・処分

　これまでは、震災復興事業にかかる市債の償還が順次終了していたた
め、公債費が年々減少してきましたが、今後は大きな減少は見込めません。
　一方で、高齢化の進展に伴い介護にかかる経費の増加が見込まれるこ
とや、待機児童の解消等、子育て支援にかかる経費の増加など、社会保
障関係経費の増大が想定されます。
　また、学校をはじめとする公共施設の老朽化に伴う改修や更新にかか
る経費の大幅な増加も見込まれています。

◆ 社会保障関係経費や施設の老朽化対策にかかる経費が増加見込み

　このように、歳出については今後増加していくことが想定される一方
で、歳入については、国の景気動向の先行きに不透明感が根強く残る中、
人口減少の影響などを考えると市税収入の大幅な増加は見込めません。
　そのため、遊休地の活用による財源確保や、事務の効率化による経費
の削減に取り組むなど、効率的で効果的な行政運営ができるよう努めます。

◆ 効率的で効果的な行政運営が必要

▷ 健全化指標は改善も、今後は足踏みの見込み

▷ 貯金は増加、借金は減少
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基金（貯金）残高の推移

歳出（目的別）

歳出総額
1726.8億円
（前年度1693.6億円）

民生費　784.4億円

福祉の充実に

公債費　152.0億円
借金の返済に

土木費　178.4億円
道路や公園の整備・維持管理に
土木費　178.4億円
道路や公園の整備・維持管理に

衛生費　146.6億円
保健医療や環境学習、清掃事業に
衛生費　146.6億円
保健医療や環境学習、清掃事業に
消防費　60.0億円消防費　60.0億円
その他　23.3億円その他　23.3億円

教育費　196.3億円
学校教育や社会教育の充実に

総務費　185.8億円
文化振興や広報に

歳入総額
1736.6億円
（前年度1722.6億円）

歳入

市税　869.0億円

地方交付税　36.7億円

市民税、固定資産税
など市民の皆さんが
納めたお金

施設を造るときなどに借りたお金 
市債　126.0億円

国・県支出金
407.1億円

国や県が必要と認めた事業
に対して配分されたお金

国・県支出金
407.1億円

国や県が必要と認めた事業
に対して配分されたお金

使用料、手数料、繰越金、
貸付金の元利金収入など

その他　218.5億円

性
質
別
に
み
る
と…

…

歳出（性質別）

歳出総額
1726.8億円
（前年度1693.6億円）

扶助費　485.7億円

生活保護費などの
福祉や医療に

公債費　152.0億円
借金の返済に

公債費　152.0億円
借金の返済に

普通建設事業費　169.1億円
公共施設の整備などに

物件費　237.6億円
施設の維持管理経費などに

その他　182.1億円
施設の修繕、特別会計への
繰出金などに

人件費　347.8億円
職員の給料などに

補助費等 152.5億円 
各種団体への補助金などに

義
　務
　的
　経
　費

地方消費税交付金　79.3億円地方消費税交付金　79.3億円

西宮のお財布事情
一般会計の決算状況

歳入は市税収入が増　歳出は公共施設の改修や更新などの経費が増

財政状況

平成30年度
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▲主な性質別の推移

市のおカネ、こんなことに使われました

30年度決算のポイント

今後の見通し

市の貯金や借金

生活に身近な事業 ピックアップ！

（2）� 令和元年（2019年）10月25日

≪元号・西暦対照≫平成26年…2014年 ▼平成27年…2015年 ▼平成28年…2016年 ▼平成29年…2017年▶平成30年…2018年▶平成31年…2019年



催し名 日程（いずれも12月）
①パネル展示
　（人権学習活動団体の活動などを紹介）

4日(水)～10日(火)の午前9時～午
後10時（10日は4時まで）

②�講演会「感情的にならない子育て」 6日(金)午前10時～
③講座「聴覚障害っておもしろい」 7日(土)午前10時～
④�講座「ひとり親の声�もっと知って」 8日(日)午後1時半～
⑤�ビデオ&トーク「紛争地に生きる人
びとは今～シリア・イラクからの最
新報告」

8日(日)午後1時半～

⑥�（a)パネル展・ビデオ上映（ｂ)座談会
「ハンセン病問題について一緒に学
びませんか！？」

（a)7日(土)・8日（日）の午前9時～
　　午後5時
（b)8日（日）午後1時～

⑦手話・要約筆記体験コーナー 7日(土)の午前10時～午後4時
※手話体験は1時半～3時を除く

⑧バザー（フェアトレードなど） 6日(金)の午前10時～午後1時、7日
(土)・8日(日)の午前11時～午後4時

※②・③は定員あり。要申込。②・④・⑤は託児あり（2歳～小学校入学前。要申込）。
③・④は要約筆記・手話通訳あり

　教育委員会は、来年度の「藤田奨学生」、「廣藤奨学生」、「髙橋奨学生」
を募ります。所得制限あり。なお、各奨学金の併願は可能ですが、重複し
て採用されることはありません。
【対象】次の全ての要件を満たす人▷市が公募するほかの奨学金（藤田
　　　　奨学生は市以外のものを含む）を受けない▷学校長の推薦を受け
　　　　ている（髙橋奨学生は各校１人のみ）▷保護者が市内在住である
【申込】必要書類を１１月１5日までに学事課（市役所東館7階）へ。選考
　　　　あり　※髙橋奨学生は論文あり　

問 学事課（0798・35・3817）

資格 金額 定員
藤田奨学生
貸付・無利子
半年ごとの
40回均等返還
(20年)

来年4月に修業年限4年以上の大学、
修業年限3年以上の短大・専修学校専
門課程（医療・衛生・社会福祉関係学科
に限る）、修業年限2年以上の介護福
祉士養成施設への進学を希望する人

月額2万9000円
～4万8000円 2人

廣藤奨学生
給付 来年4月に修業年限4年以上の大学へ

の進学を希望する人

月額9000円
～1万2000円 1人

髙橋奨学生
給付

入学準備金40万円
と年額10万円 2人�

【日時】12月7日(土)午後1時半～
【講師】芸人・スマイリーキクチさん＝右写真。
【備考】申込不要。手話通訳・要約筆記あり。
　　　　託児あり（対象は2歳～小学校入学前。要申込）

　市は、来年4月採用予定の職員を募集し
ます＝右表参照。募集要項・申込書は、１0
月25日から人事課（市役所本庁舎5階）で
配布するほか、市のホームページでダウン
ロード可。申込は１0月25日～１１月１日（③
は１１月8日、④は１１月１4日まで）の執務時
間中に必要書類を同課へ持参か郵送（消印
有効）を。

職種・定員 対象者 基本給月額 試験日 ホームページ
番号

①衛生作業員
（ごみ収集業務）

6人

昭和59年（1984年）4月2日以降に出生し、平成29年（2017年）
3月12日改正後の道路交通法による中型自動車運転免許所持者
※来年3月末までに取得見込も可

17万6640円
(20歳で採用
の場合)

1次試験
11/17（日）

2次試験
12/14（土）

33971236
②施設技能員
（ごみ焼却業務）

2人

昭和59年（1984年）4月2日以降に出生し、次のいずれかの免許
所持者 ▽ボイラー技士 ▽クレーン・デリック運転士（限定なし）

▽クレーン・デリック運転士（クレーン限定）
※来年3月末までに取得見込も可

17万7905円
(20歳で採用
の場合)

③保育士
（経験者）
若干名

昭和35年（1960年）4月2日～平成3年（1991年）4月1日に出生
し、保育士登録を受け、認可保育所または次のいずれかの施設に
おいて保育士としての実務経験が来年3月31日時点で5年以上
ある人 ▽幼保連携型認定こども園 ▽児童養護施設 ▽障害児入所
施設 ▽児童発達支援センター ▽児童心理治療施設

21万7465円
以上

1次試験
11/24（日）

2次試験
12/8（日）

35128025

④薬剤師
若干名

平成元年（1989年）4月2日以降に出生し、薬剤師免許所持者
※来春の薬剤師国家試験で取得見込も可

23万2345円
以上 12/1（日） 36685238

※基本給月額は、平成31年（2019年）4月1日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり。別途諸手当あり人事課（0798・35・3549）

　市は、「にしのみや人権フォーラム」を開催します＝下表参照。初めて
人権学習に触れる人も、気軽にご参加ください。参加費無料。詳しくは市
のホームページ（ページ番号：98１5332１）をご覧ください。

問 人権教育推進課（0798・35・3892）
②は社会教育課（0798・35・3868）、③はLIC（0798・34・5933）

　市は、障害のある人の社会参加を進めるため、合理的配慮の提供（点字
メニューの作成、筆談ボードの購入、簡易スロープの設置など）を行った
際の費用の一部を助成します。対象は不特定多数の人が利用する市内の事
業所で、助成には事前申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

内容 利用例 上限額

コミュニケーション
ツールの作成

・点字メニュー
・コミュニケーション支援ボード
・音声コードを用いたチラシ　　　等

5万円

物品の購入
・筆談ボード
・音声拡張器
・折り畳み式スロープ　　　　　　等

10万円

改修工事の施工
・簡易スロープ
・手すり
・多機能トイレ　　　　　　　　　等

20万円

※いずれも補助率は50/100

　市は、シティプロモーションのポー
タルサイトを開設しました。まちや学
校の魅力を発信する情報サイトとして
開設していた「シティプロモーション
サイト」、「学校プロモーションサイト
（みやっこスクールライフ）」は統合し、
こ れ か ら は 当 ポ ー タ ル サ イ ト
（https://www.nishi.or.jp/shisei/
koho/citypromo/index.html）で市の魅力を発信していき
ます。右記コードからもご覧いただけます。

問

障害福祉課（0798・35・3147）問

広報課（0798・35・3487）問 申込は11/15まで

にしのみや人権フォーラム

市 職 員
来年4月採用予定募集

◆ 講演会＠プレラホール テーマは「インターネットと人とのかかわりあい」

◆ ふれあいの広場＠プレラにしのみや4・6階

藤田・廣藤・髙橋奨学生

ー障害のある人の社会参加を支援ー

事業者に費用を助成
10月
スタート

合理的配慮
とは

　障害のある人が障害のない人と同じように社会参加でき
るよう、無理のない調整を行う事です。例えば、お店の入
り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることが
できませんが、スロープを設置すれば入ることができます。

「まなび、すむまち。にしのみや」を開設
シティプロモーションのポータルサイト

令和元年（2019年）10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
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田 
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保険証など持参を

【会場・日程】JR西宮駅前コープ…4日(月・休)の10:00～12:00、13:15～16:30▷
西宮市役所前…13日(水)の10:00～12:00、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 (11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
【  申  込  】11月1日～実施日の2週間前（11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

1２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 1２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 1２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 ２・9・16・２3日の8：45～
1２：00。いずれも月曜

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

山口保健福祉センター
15日(日)9:00～15:30
(予約者数により午前のみの  
 実施となる場合あり)

兵庫県健康財団（078・793・9333）
…10月２9日～11月13日（土・日曜、
祝・休日を除く）の9:00～17:00

▪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検診施設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 1２月の日程 ※一部来年1月あり 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13：00～
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）

山口保健福祉センター
来年1月17日（金）9：00～11：30
※乳がん検診（視触診）は来年２月
２0日(木）午後

兵 庫 県 健 康 財 団（078・
793・9333）…11月1２日～
1２月10日（土・日曜、祝・休
日を除く）の9:00～17:00

女性のための検診 ※受診券不要

　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。※元号・西暦の対照は欄下を参照

【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 11月の日程 会場 備考

電話栄養相談 ２0日（水）・２7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 ２7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 6日（水）10：00～11：00 北口 歯科医師による相談

お悩み解決！
栄養相談

7日（木）10：00～1２：00 山口
栄養士による相談18日（月）13：00～15：00

13日（水）10：00～1２：00 塩瀬２5日（月）13：00～15：00
若竹ふれ愛
健康相談 1２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

①栄養相談
②栄養成分表示
　にかかる相談

月曜～金曜（祝・休日を除く）の
9：30～16：30 保健所 ①対象は食事制限が必要な人など

②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 14日（木）14：30～16：30 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

1２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

1２日（火）13：２0～14：00 鳴尾
２２日（金）13：10～14：00 北口
２8日（木）13：２0～14：00 中央

保健所家族教室 ２0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 8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 8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 (11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

事業名 11月の日程 ※一部1２月あり 会場 備考

マザークラス

1２月4日(水)・11日（水）の
13:30～16:00。２回シリーズ 塩瀬 来年２月～5月出産予定の妊婦。

定員15人。申込は11月２9日まで
1２月9日(月)・16日（月）の
13:30～16:00。２回シリーズ 北口 来年２月～4月出産予定の初妊婦。

定員36人。申込は11月２1日から
1２月1２日(木)・19日（木）の
13:30～16:00。２回シリーズ 鳴尾 来年２月～4月出産予定の初妊婦。

定員２7人。申込は11月13日から

乳児健康相談

6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（子供や家族
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

11日（月）13：30～14：30
（身体計測のみ15:00まで） 中央

1２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 15日（金）14：00～15：２0 鳴尾

公民館
対象は令和元年5・6月出生の第1子
と保護者。定員２5人。申込は10月3
0日から鳴尾へ

離乳食講座 ①1２日（火）、②２6日（火）の
10：30～11：45

①中央
②北口

対象は平成30年10月～31年２月出生
の第1子と保護者。定員各30人。申込
は①10月30日、②11月5日から

幼児食講座 ２２日（金）10：30～11：45 北口 対象は平成２8年11月～30年4月出生の第1子
と保護者。定員30人。申込は10月２9日から

親子の
歯の教室

13日（水）・２7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10月２9日から

子どものアレ
ルギー講座 ２8日（木）10：00～11：45 中央 対象は２歳以下の子をもつ親。定員30

人。申込は10月２9日から
ぜん息・アレ
ルギー相談 11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

子育て関係 (11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

子供の定期健康診査　対象者に個別通知。通知が届かない場合は中央へ連絡を
健診 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児健診 3歳児健診
対象 令和元年7月出生 平成31年1月出生 平成30年4月出生 平成２8年6月出生
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子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�Mommy&Me�英語で遊ぼう!

日 10月30日（水）午前10時～
会 安井市民館
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CoCo
Cara（080・3847・0203…梅畑方）

★ぴよぴよサロン

日 11月6日（水）午前10時～ 
会 広田山荘 
内 ミニ工作、手遊び、読み聞かせ
対 2歳以下の子と母親
定 10組。多数の場合抽選
申 10月31日までに西宮市シルバー人
材センター（72・3461）

★�11月ファミリーの日
　ピザづくり体験&星空観察

日 11月23日（土・祝）・24日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
対 家族など ￥・定 あり
申・問 同自然の家（0795・87・1633）

★�親子でクリスマスリース作り

日 11月23日（土・祝）午前10時～
会 リサイクルプラザ
対 小学生と保護者
定 10組。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、子
の氏名・学年、電話番号を書き、11月
9日（消印有効）までに同プラザ（〒662
－0934西宮浜3丁目8☎22・6655）

★�おやこでスポーツ大会！

日・内 下表のとおり。ダンス・長縄など
￥ 各回500円（保護者は300円） 
定 各回25組。先着順
申 10月29日午前10時から各体育館窓口
会場・問合 日時(いずれも土曜) 対象
甲武体育館
(52・5293) 12月7日 午前10時～ 2・3歳児

午後2時～ 4・5歳児
今津体育館
(48・4828) 12月14日 午前10時～ 2・3歳児

午後2時～ 4・5歳児
鳴尾体育館
(46・1333) 12月21日 午前10時～ 2・3歳児

午後2時～ 4・5歳児

★�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり
会・問 同館（37・0485）
まつぼっくりツリーづくり
日 11月9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
貝を使った手作り講座
①オリジナル万華鏡、②クリスマスリース
日 ①11月24日(日)、②12月1日（日）の午
前10時半、午後2時～ 対 小学3年生(②は
6年生）以下は保護者同伴 ￥ 各2500円（②
は1500円）。いずれも別途要入館料 
定 各25人(②は30人)。多数の場合抽選 
申 ハガキに催し名、希望時間、住所、氏名(②
は参加者全員)、年齢、作成個数、電話番号
を書き、11月5日(②は11日。いずれも必着）ま
でに同館（〒662－0934西宮浜4丁目13－4）
▣11月16日(土)・17日(日)は関西文化の日の
　ため、同館を無料開放します

★�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 11月15日（金）・29日（金）の午前10時～
会 子育て総合センター
対 令和元年（2019年）5月1日以降
に生まれた子と保護者、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、子の氏名（ふりがな）・
生年月日（初妊婦は出産予定日）、電話
番号を書き、11月4日（必着）までに
同センター（〒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

★�もうひとつの両親学級

日 11月30日(土)の午前・午後の2回
会 若竹生活文化会館
内 バースプラン作り、マタニティフォトなど
￥・定 あり 
申 市のホームページ（ページ番号：
16540039） 
問 ア・リトル(090・5557・9783…大和方)

★�X'mas会!皆、大好き、一緒に遊ぼう

日 12月8日(日)午前10時～ 会 福祉会館 
対 ひとり親家庭の2歳～中学生の子と保護者
￥ 200円（保護者は500円） 
定 50人。多数の場合抽選
申 11月8日までに西宮市婦人共励会
（090・5093・2988）

★�こども囲碁大会

日 11月24日（日）午後1時～
会 勤労会館 内 級別。13路盤あり 
対 5歳～中学生 
申 ハガキに棋力（段・級）、住所、氏名、
学年、電話番号を書き、11月10日（必
着）までに西宮市囲碁協会（〒662－
0886上ケ原山田町1－8－607☎74・
0516…逆瀬川方）

芸     術芸     術

★11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
日本画
（高橋義美さん）
※展示替えで鑑賞で
きない場合あり

大手前大学
メディア・芸術学部
学生作品

★�ティーンズ・フレッシュ・コンサート

日 11月8日（金）午後2時半～
会 宝塚ベガ・ホール
問 県立西宮高校（52・0185）

★西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり
問 同団（33・3146）
市役所ロビーコンサート
日 11月12日（火）午後0時15分～ 会 市役
所本庁舎1階 内 甲陽学院父母の会コーラス
名画鑑賞会「LA�LA�LAND」
日 11月29日(金)の午前10時半、午後2時～ 
会 市民会館アミティホール ￥ 各1000円。
膝上に抱く小学校入学前の子は無料
ニューイヤーコンサートプレ企画
日 12月4日(水)午後2時～  会 市民会館
内 ヴァイオリニストによるトークと演奏
￥ 500円 申 ハガキに催し名、住所、参加
者全員の氏名(4人まで)、電話番号を書き、
11月20日（必着）までに同財団（〒662
－0918六湛寺町10－11）

★�兵庫県警察音楽隊定期演奏会

日 来年2月11日（火・祝）午後2時～
会 県立芸術文化センター大ホール
申・問 11月29日までに県警察本部県
民広報課（078・341・7441）
※詳しくは県警ホームページ（http://
www.police.pref.hyogo.lg.jp/）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�普通救命講習会

日 ①11月26日（火）、②12月4日(水)
の午後1時半～
会 消防局 定 各20人。先着順
申 11月5日（②は13日）から救急課

（32・7319）。市のホームページ（ペー
ジ番号：58337685）からも申込可

★�家事家計講習会

日・会 いずれも午前10時～▷11月8日
（金）…夙川公民館▷12日（火）…消費
生活センター▷15日(金)…春風公民館
￥・定 あり 
申・問 西宮友の会（46・3022） 託 あり

★�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 上甲子園中学校
内 特別部会、学校・社会教育分科会など
問 人権教育推進課（35・3892）

★傾聴～「聞く」と「聴く」

日 11月13日(水)午前10時～
会 西宮市シルバー人材センター
定 あり 申・問 同センター（72・3461）

★�税理士等の相続対策チームに
よる改正後の相続対策

日 11月16日（土）午後2時～
会 大学交流センター 定 あり
申・問 西宮納税貯蓄組合連合会事務局

（33・5216）

★�みんなでつくろう！
　花壇デザイン講座

日 11月23日（土・祝）午前10時～
会 市民交流センター 定 あり
申・問 同センター（65・2251）

★�今度こそ楽しく使いたい！
　～自分を大事にする手帳術

日 11月28日（木）午後6時半～
会 男女共同参画センター ウェーブ
対 女性 ￥ 500円 定 あり
申・問 ウェーブ（64・9495） 託 あり

★�思春期も念頭に入れた神経発達症群（発達
障害）の理解と支援～障害それとも特性？

日 12月9日（月）午前10時～
会 市役所東館8階
対 在勤・在学者可 定 120人。先着順
申 11月7日から地域・学校支援課
（65・1882)

★園芸教室「冬を飾る寄せ植え作り」

日 12月12日（木）午後0時45分に市役
所本庁舎正面玄関前に集合
￥ 2300円 定 あり
申・問 西宮を花と緑にする会
（35・3784…花と緑の課内）

催     し催     し

★�新甲子園商店街�秋のグルメ祭り

日 11月3日(日・祝)の午前11時～午後7時
会 網引公園 
問 えだ屋（56・8538）

保健所健康増進課（0798・26・3667）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム10月

　長年タバコを吸っていて、風邪でもないのに咳(せき)や痰(たん)で
息苦しい人はいませんか？それはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の症状か
もしれません。COPDは長年の喫煙習慣による肺の生活習慣病とい
われています。喫煙・大気汚染などの有害物質の吸入
が長年続くと、炎症などで気管支の内側が狭くなりま
す。結果、肺の空気をうまく吐き出せず、息切れを起
こします。早くみつけて治療することが大切です。
　気になる人は近くの内科、呼吸器科を受診しましょ
う。また、予防のためには禁煙が一番。喫煙している
人は一度禁煙を考えてみてはいかがでしょうか？

COPDってご存知ですか？◆ ◆

兵藤保健師

にしのみや食育フェスタ

問 保健所健康増進課（0798・26・3667）

＠兵庫栄養調理製菓専門学校
11.
(土)
３０

10：00-14：30
※入場は14:00まで

ほかにも展示やスタンプラリー、市内産農作物の物販コーナー等もあります。

※申込方法など詳しくは、市のホームページ（ページ番号：20253946）に掲載

　   当日整理券配布（開始30分前から）
・ 和菓子作り体験！
・おにぎりをにぎってみよう！
・スイートポテトをつくろう！
・マヨネーズを作ってみよう！

体
験

　  要事前申込（11月5日まで）
・ 和食の魅力
　～おいしいだしを味わってみよう!
・親子でワクワクウインナー飾り切り教室
・親子でおせち料理を作ろう！
・宮っ子シェフ®の食育ラボ
 ・親子で学ぼう!世界に1つのmy箸づくり

　   当日先着
・ おなか元気教室

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

マークの見方

講
演 午後0時半から。当日先着順（受付は0時15分から）

　  日本の食文化を知ろう～あなたは知ってるかな？全国47郷土料理

：要参加費
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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



★�義経の武勇伝�能「屋島～弓流・那須」

日・内 下表のとおり
申・問 西宮能楽堂（48・5570）
能面・能装束・能扇の展覧会
日 11月1日（金）・2日(土)の午前11時～午後6時 
会 ギャラリーアライ（甲子園六番町） ￥ 300円
バックステージツアー（展覧会チケット付）
日 11月1日(金)午後6時半、2日(土)午後2
時半～ 会 西宮能楽堂 内 謡（うたい）体
験・能面付体験など ￥ 1800円 定 あり
特別公演�能「屋島～弓流・那須」
日 11月9日(土)午後2時～ 会 西宮能楽堂
￥ あり

★�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 六湛寺南公園
内 模擬店、体験コーナーなど
問 西宮市シルバー人材センター
（72・3461）

★�三田谷フェスティバル

日 11月2日(土)の午前10時半～午後2時
内 模擬店、アトラクション、バザー
会・問 三田谷治療教育院（芦屋市☎
0797・22・7044）

★�西宮市農業祭(農産物即売会)

日・内 11月2日（土）午後2時～（売り
切れ次第終了）。先着400人に約5合
の米を無料配布し、401人目～500人
目には花のポット苗を無料配布
※午後1時20分からジャズの演奏あり
会 六湛寺公園 
問 農政課（34・8482）

★�おろいちで朝活!�朝マルシェ

日 11月3日(日・祝)の午前9時～午後2時
会 西宮市卸売市場内
内 市場の青果を使った洋菓子セット
の販売や屋台など
問 同実行委員会（33・0810）

★�であい市門戸厄神

日 11月3日（日・祝）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）

★�秋のバルイベント

日・内 下表のとおり
甲子園口バル&マルシェ
日 11月10日（日） 会 JR甲子園口駅周辺
問 Bar山谷（64・2800）  
おとなの夙川バル
日 11月10日（日） 会 阪急夙川駅、JRさく
ら夙川駅地域等 問 暖だん（74・8755）
※ガイドマップは市役所本庁舎1階総合案
内所横、商工課（市役所本庁舎8階）等で配布

★�青少年健全育成のつどい

日・内 11月15日（金）▷午前10時～…
式典▷10時35分～…講演「親がハッ
ピーなら子供もハッピー～イライラの
連鎖を断ち切ろう」
会 なるお文化ホール
問 青少年育成課（35・3429）
※手話通訳、要約筆記あり

★�市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
鳴尾図書館（45・5003）
★ハロウィンおはなし会
日 10月31日（木）午後3時半～ 
対 おおむね3歳以上 定 40人。
当日先着順（受付は3時15分から）
★ブックフェア「どうぶつ」
日 11月8日（金）～12月4日（水）の午前9
時半～午後6時。月曜休館
★大人のためのおはなし会
日 11月14日（木）午後2時半～ 定 40人。
当日先着順（受付は2時15分から）
北口図書館（69・3151）
★ビブリオバトルinにしのみや(観戦)
日 11月10日（日）午後2時～ 
内 テーマは「古典」　
中央図書館（33・0189）
★リサイクル図書市民無料配布
日 11月8日（金）の午前9時半～午後4時 
内 約5370冊（雑誌無し）、CD約250点
★展示「夢を造形に～造形教育の今
　武庫川女子大学の場合」
日 11月12日（火）～来年1月26日（日）の午前
9時半～午後6時。月曜・第1木曜、12月29日～
1月4日は休館  ※1月13日は開館し翌日休館

★芦乃湯いきいき講座

日 11月3日（日・祝）午後4時～
会 芦乃湯会館
内 五月家文桜さん、五月家鶯さんの落語
問 人権平和推進課（35・3318）

★�自動再生ピアノによる
　パデレフスキ、ショパン・リサイタル

日 11月9日(土)・10日(日)の午後2時半～
会 堀江オルゴール博物館
対 小学生以上
￥ 各900円、中学生以下450円 
定 あり
申・問 同館（70・0656）

★ものづくり商店まつり

日 11月10日（日）の午前10時～午後3時
会 東三公園（石在町）
問 西宮民主商工会（35・7351）
※フリーマーケット出店者も募集

★�公民館活用促進プロジェクト

日・内 下表のとおり 
￥・定 あり
うえがはらリハビリカレッジ
日 11月11日(月)、12月27日(金)、来年1月
27日(月)、3月18日(水)の午前10時～。2月
14日(金)午後1時半～ 会 上ケ原公民館 
 申・問 上ケ原病院（52・2001）
簡単！フェイクスイーツを作ろう！
日・会 大社公民館…11月8日、12月6日、来
年1月17日、2月7日の午前10時半～。いず
れも金曜▷上ケ原公民館…11月27日午前
10時半、12月2日、来年1月27日、2月17日
の午後0時半～。おおむね月曜 
申・問 090・1143・9295…中井方

★�木造住宅耐震リフォームの
　講演会と相談会

日 11月14日（木）午後0時45分～
会 塩瀬センター 
定 あり
申・問 人・家・街 安全支援機構
（0120・263・150）

★�スポーケンウィーク、
　紹興ウィーク　連続開催！

日・内 下表のとおり
会 西宮市国際交流協会（32・8680）
申・問 ②③⑤⑥は10月30日午前10時
から電話で同協会
スポーケンウィーク
①姉妹都市・スポーケン展
日 11月11日（月）～18日（月）の午前10時
（11日は正午）～午後6時（18日は4時）
②特別講演「スポーケン市訪問に寄せ
　て～人々とのつながり」
日 11月16日（土）午後1時～ 定 40人。先着順
③英語でエンジョイ
日 11月16日（土）午後3時半～ 
内 ワシントン州からのゲストと英語で交流 
￥ 500円 定 30人。先着順
紹興ウィーク
④友好都市・中国紹興展
日 11月20日(水)～27日(水)の午前10時
（20日は正午）～午後6時（27日は5時）
⑤特別講座「友好都市紹興を知ろう
　～山東省イボウから紹興へ」
日 11月27日（水）午後1時半～ 定 30人。先着順
⑥中国語でエンジョイ
日 11月27日（水）午後3時半～ 対 中国語での
会話を楽しめる人 ￥ 500円 定 15人。先着順

★�防災ふれあいウォーク

日 11月17日（日）午後1時～
会 武庫川女子大学とその周辺 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）

★�ベトナムってどんな国

日 11月17日（日）午後1時半～
会 西宮市国際交流協会
￥ 500円 定 30人。先着順
申 10月30日午前9時45分から電話で
同協会（32・8680）

★�とことん知ろう西宮の文化遺産
　旧福知山線廃線跡ハイキング!!

日 11月20日（水）午前9時半に
JR西宮名塩駅地上ロータリーに集合
￥ 100円 定 30人。先着順
申 10月29日から保健所健康増進課
（26・3667）

★�子育て園ぽかぽかの公開講座
　～笑顔になれる子供の将来を考える

日 11月22日（金）の午前10時、午後1時～
会 市民会館 ￥・定 あり
申・問 児童発達支援西宮たんぽぽ
（ 77・4913）  ※22・23日には絵画
展「阿部泰之展～絵はことば」を実施

★�西宮神社�えびすの森　
　特別公開と清掃奉仕

日 11月23日（土・祝）午前9時50分に
同神社社務所前に集合 
定 あり
申・問 同神社（33・0321）

★�薬と健康フェア

日 11月23日（土・祝）の正午～午後5時
会 ホテルヒューイット甲子園
内 野球解説者・掛布雅之さんによる 講
演「スポーツと健康」やお薬相談など
問 西宮市薬剤師会（26・3410）

★�紅葉と丸山ダムを見に行こう!
　秋の水道施設見学バスツアー

日 11月28日(木)午前9時～
会 丸山浄水場・丸山ダム
対 小学生以上。在勤・在学者可
定 20人。多数の場合抽選
申 ハガキに参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号、希望集合場所(市議
会棟前か山口センター )、在勤・在学
者はその旨を書き、11月8日(必着)ま
でに上下水道総務課(〒662－0911池
田町8－11☎32・8002)

★�100色婚活（バリアフリー婚活）

日 11月23日（土・祝）午後1時～
会 阪神尼崎駅周辺の観光スポット
対 20歳～40歳の定職に就いている人
￥ 1000円
定 男女各10人。多数の場合抽選
申 11月18日までに阪神南地域
ビジョン委員会夢ひろばグループ
（090・6664・8961）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
誰でもできるパラスポ体験会
日・会 いずれも11月23日(土・祝)▷①午前
9時半～…塩瀬体育館▷②午後2時半～…
中央体育館 内 車いすバスケットボール
（②はボッチャ、ローリングバレーボールも） 
対 4歳児以上 定 ①25人、②50人。先着順
申 10月30日午前10時から電話で同セン
ター（73・7581）
サウンドテーブルテニス無料体験会
日 11月26日(火)午後5時15分～ 会 総合
福祉センター 対 小学生以上 定 25人。先
着順 申 11月1日午前9時から電話で中央
体育館分館（67・0771）
室内でもできちゃう！かんたん野球
日 11月30日（土）午前10時～ 
会 流通東体育館 対 5歳児～小学4年生 
￥ 500円 定 40人。先着順 申 10月29日
午前9時から電話で同センター（73・7581）

★�スポーツで健康フェスティバル

日 11月30日(土)。詳しくは下表のとおり
会 鳴尾浜臨海公園南地区芝生広場、
リゾ鳴尾浜
問 同公園南地区管理事務所（48・9386）

催し ※当日先着順 時間

講演会 暮らしに運動習慣
を取り入れよう！ 13:00～

初めてのワン
コインレッスン
  対 18歳以上

（③④は小学
生以上）
  ￥ 各500円

①ジャイロキネシス 11:00～
②FPFファンクショ
　ナルトレーニング 12:00～

③ズンバ 12:45～
④太極拳 14:15～
⑤セルフメンテナンス 14:30～

※参加者にリゾ鳴尾浜フィットネスクラブを
　520円で体験できるチケットをプレゼント

　※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（11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。11月のテーマ
は「令和と万葉集と西宮」。ゲストティー
チャーは、南都明日香ふれあいセンター
犬養万葉記念館館長の岡本三千代さん
※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
まちたびラヂヲ特番「さくらFMウォーク」
日 11月17日(日)午前9時から3時間半 
内 市立郷土資料館主催の文化財ウォーク「夙
川周辺の文化財をめぐる」を生中継。スタジオ
解説あり。雨天中止の場合、通常番組を放送

月分11
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）

4日（月・休）～10日（日）、18日（月）～24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
11日（月）～17日（日）、25日(月)～12月1日(日)
ＰＲ…テーマは「つどい場」。誰もが気軽
に集まることができる「居場所づくり」に
ついて、「つどい場」の取材を通して紹介
4日（月・休）～12月1日（日）
スポトレ…気軽にできる運動を紹介。
テーマは「頭の体操」

家事を仕事にしませんか
　市は、介護保険制度のもと提供され
る家事援助限定型訪問サービス（掃
除・洗濯・買物など）の新たな担い手
の養成を目的として、3日間の研修を
開催します＝右表参照（座学のみ）。
修了後に、同サービスを行う民間法人
に採用されると、介護予防・生活支援
員として働くことができます。

介護予防・生活支援員養成研修

問 福祉のまちづくり課（0798・3５・3１3５）

第16期 第17期

日程
12月10日（火）・
12日（木）・
20日（金）
の午前10時～

来年3月4日（水）・
6日（金）・
12日（木）
の午前10時～

会場 市役所本庁舎8階 市民会館4階
申込 ソラスト（0120・33・5533）
※受講料無料。定員あり。詳しくは市のホー

ムページ（ページ番号：47327167）

研修の
ご案内

（6）	 令和元年（2019年）10月25日

【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）



★�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）
市民ジョグランサークル
日 11月16日（土）午後3時半にリゾ鳴尾浜
に集合 内 リゾ鳴尾浜を起点にランニング
（3㌔～5㌔） 対 中学生以上。在勤・在学
者可 定 あり
市民ファミリーハイキング
日 11月17日（日）午前10時に京阪出町柳
駅に集合。雨天中止 内 京都御苑(京都市)な
ど約8㌔ 申 不要　※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）

★��宮っ子ウォーキング
　「わがまちを知る」

日 11月30日（土）。小雨決行
内 夙川公民館前から六湛寺公園まで
▷健脚コース…約11㌔▷一般コース…
約4㌔▷ファミリーコース（自宅出発）
対 小学生以下は保護者同伴
申 所定の申込書を11月18日（必着）
までに西宮コミュニティ協会（35・
3458…市民協働推進課内）へ郵送。
申込書は同協会、各支所などで配布す
るほか、市のホームページ（ページ番
号：15605345）からダウンロード可

★�落葉かきと焼き芋体験

日・会 いずれも午前10時～▷12月8
日(日)・14日(土)…社家郷山キャンプ
場▷15日(日)…甲山湿原
￥ 各日1人500円。3歳以下無料
定 各日60人程度。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、日程、住所、
参加者全員の氏名・年齢、電話番号、
ＦＡＸ番号を書き、11月18日（必着）
までに甲山自然環境センター（〒662
－0001甲山町67☎72・0037） 

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�ノロウイルス食中毒予防講習会

日 11月13日（水）午後2時半～
会 西宮商工会館別館
問 西宮市食品衛生協会（35・8952）

★�放射線技師会の公開講座「変形性
膝関節症に対する膝周囲骨切り術」

日 11月17日(日)午後1時半～
会 兵庫医科大学平成記念会館
申・問 同大学病院放射線技術部
（45・6259）

★�地域共生推進課の講座

日・内 下表のとおり 
定 あり
申・問 同課（35・3294）
健康講座「自分の体力を知ろう！」
日 11月19日(火)の午前10時、午後1時半～ 
会 山口公民館
介護予防サポーター養成講座
日 12月2日(月)・6日(金)・16日(月) の午
後1時～。3回シリーズ 会 鳴尾東公民館

スクール・資格スクール・資格

★�危険物取扱者試験

日・内 いずれも12月15日（日）▷甲種、
乙種（第1類～第3類、第5・6類）、
丙種…午後1時15分～▷乙種第4類…
午前10時、午後1時15分～
会 大手前大学さくら夙川キャンパス
￥ あり 
申・問 11月1日～11日に消防試験研究
センター兵庫県支部（078・385・5799）

★�危険物取扱者養成講習会

日 11月12日（火）午前10時～
会 勤労会館 内 乙種第4類
￥ 1万1300円 
定 100人。当日先着順（受付は9時半から）
問 西宮市防火保安協会（32・7315）

★�甲種防火管理新規講習

日 11月28日（木）・29日（金）の午前
10時～。2回シリーズ
会 消防局 ￥ 5200円 定 あり
申・問 消防局予防課（32・7316）

相     談 相     談 

★各士業による相続全般の相談会

日 11月9日（土）午後1時半～
会 市民会館
内 弁護士・税理士などによる法律・
税務・不動産問題の相談会
定 あり 
申・問 ウィズ法務司法書士事務所
（22・2250）

★�消費生活センター�11月の相談会

日 12日（火）・26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）

★�あましん土曜創業相談会

日 11月23日(土・祝)の午前10時～午
後3時　※1組1時間以内
会 西宮商工会議所
申・問 あましんフリーダイヤル相談
コーナー（0120・26・0556）

そ   の   他そ   の   他

★�ホストファミリー説明会と募集

日・内 下表のとおり
申・問 関西学院大学 国際教育・協力
センター（51・0952）
ホストファミリー説明会
日 11月16日（土）午前10時半～ 
会 大学交流センター 定 あり
ホストファミリー募集
内 関西学院大学の留学生を自宅で受け入
れ。受入期間応相談 
対 公共交通機関での通学が1時間程度の自
宅で、個室・食事が提供できる人 
￥ 宿泊補助費として日額2200円

★�貝類館コンサート出演者募集

内 来年3月7日(土)実施の同コンサー
トでクラシック音楽などを演奏
対 音楽大学卒業・専門修士課程を修
了またはそれと同等の経歴を有する、
音楽活動を行う39歳以下の人
申 所定の申込書を11月29日（必着）
までに文化振興課（35・3425）。申
込書は同課で配布するほか、市のホー
ムページ（ページ番号：25558847）
からダウンロード可

11月1日～9日…119番の日につい
て、10日～15日…秋の火災予防
運動について、16日～30日…救
急車の適正利用について▷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

乳幼児の申込を受け付けています。申
込は、10月31日までに所定の申込書、
保育が必要な事由を証明する資料、印
鑑、母子手帳を保育入所課（市役所本
庁 舎7階☎0798・35・3160） へ 乳
幼児同伴で持参を。申込書は、同課、
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していま
す。詳しくは市のホームページ（ペー
ジ番号：51878666）をご覧ください。

松くい虫被害木伐採に
補助金を交付 

　市は、今春以降に枯れた松くい虫被
害木を伐採処理する場合に、補助金を
交付しています。対象は、大きさが0.5
立方㍍（高さ14㍍、かつ、幹の直径
30㌢程度）以上の被害木で、補助金
は1立方㍍あたり1万9960円です。伐
採前に申請が必要です。詳しくは市の
ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
14235290）をご覧ください。
　問合せはみどり保全課（0798・
35・3678）へ。

狩猟シーズンです！
入山者などはご注意を

　11月15日～来年2月15日は狩猟が
解禁となります（ツキノワグマは兵庫
県本州部で12月14日まで、ニホンジ
カおよびイノシシについては兵庫県全
域で3月15日まで）。
　入山者（ハイカー）や狩猟者の皆さ
んは次のことにご注意ください。問合
せは農政課（0798・34・8481）へ。
【注意点】入山者…①目立つ服装を心
掛ける（白色タオルはシカと間違われ
やすいので使用を控える）、②土・日
曜、祝日は狩猟者が集中するため、特

に注意を、③「わな」設置の看板があ
る場所には近づかない

△

狩猟者…「絶
対に違反・事故を起こさない」ことを誓
い、心にゆとりのある狩猟を心掛ける

ガソリンの詰替え販売
安全な取扱いにご協力を

　ガソリンや灯油はとても身近である
と同時に、小さな火源や静電気などか
ら急激な爆発を引き起こすこともあ
り、安全な取扱いが必要です。ガソリ
ンの詰替え販売には、①消防法令に適
合した容器であることの確認、②購入
者の本人を確認できる書類・使用目的
の確認、③販売記録の作成が必要です。
購入の際はご協力を。問合せは消防局
予防課（0798・32・7315）へ。

　◆11月9日は「119番の日」　119
番は命と財産を守る大切な電話です。
落ち着いて正確に119番通報できるよ
うに、次の①～④のポイントをおさえ
ましょう。①「火事です」または「救急で
す」をはっきり言う、②場所（住所、建物
などの目印）を正確に伝える（携帯電話
からの119番は、最初に発生場所の市
を伝えてください）、③火災・救急事
故等の状況を具体的に伝える（出火場
所の階など）、④通報者の氏名・連絡
先を伝える。緊急以外の問合せは消防
局指令課（0798・26・0119）へ
　 ◆11月9日～15日は「秋の火災予
防運動」期間　消防局は、市民の皆さ
んに防火意識を高めてもらうため、
スーパーマーケットや老人ホームなど
で立入検査や消防訓練を実施。また、
一般住宅には、住宅防災診断を行うな
ど、啓発活動を推進。問合せは消防局
予 防 課（0798・32・7313）、 ま た
は各消防署へ

　◆鳴尾駅周辺土地区画整理事業の事
業計画書（第2回変更）案を縦覧　11
月5日～18日に道路計画課（市役所本
庁舎7階）で公開。この案に意見のあ
る利害関係者は12月2日までに意見書
を提出することができます。問合せは
道路計画課（0798・35・3793）へ
　◆市税の滞納により差し押さえた不
動産の公売を実施　詳しくは市のホー
ムページ（ページ番号：11205566）
で公開。問合せは納税課（0798・
35・3274）へ
【公売予定物件】塩瀬町名塩の山林　
※物件の見積もり価額（最低入札価額）
は1386万円。入札に参加するために
は140万円の公売保証金が必要
【入札日時】11月12日（火）の午後2
時20分～2時半（2時から入札につい
ての説明あり）
【入札場所】職員会館
【売却決定日時】11月19日（火）午前
10時

◆官公署から
　◆西宮税務署への来署相談は事前予
約を　電話での回答が困難な相談（書
類や事実関係を確認する必要がある場
合等）は、事前予約による面接相談を
実施。西宮税務署（0798・34・3930）
の自動音声案内で「2」を選択。税金
の納付相談や確定申告期間中の申告書
作成会場への来署は事前予約不要
　 ◆11月は「労働保険適用促進強化
期間」　労働者を1人でも雇い入れた
事業主は、労働保険（労災保険・雇用
保険）の加入手続きをして、労働保険
料を申告・納付することが義務付けら
れています。労働保険の加入手続きな
どの問合せは西宮労働基準監督署
（0798・26・3733）、西宮公共職
業安定所（0798・75・6712）へ

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

西宮浜義務教育学校(小中一貫校）

就学願受付は10月28日から 

　市は、来年4月に開校する西宮浜義
務教育学校の就学願を受け付けます。
義務教育学校は、小中9年間を1つの
学校として一貫の教育を実施する学校
で、市内在住の人は校区に関係なく通
学が可能です。募集要項、就学願等は
市 の ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
11311757）からダウンロード可。
【就学願の提出】10月28日～11月
27日 に 学 事 課（ 市 役 所 東 館7階☎
0798・35・3850）へ持参か郵送（必
着）を

住民票、マイナンバーカード等へ
旧姓（旧氏）の併記が可能に

　住民基本台帳法施行令の一部改正に
伴い、11月5日から住民票、マイナン
バーカード等へ旧姓（旧氏）を併記で
きるようになります。手続き等につい
て詳しくは市のホームページ（ページ
番号：49112520）をご覧ください。
　問合せは市民第2課（0798・35・
3108）へ。

保育所など来春入所
申込は10月31日まで 

　市は、来年4月1日に認可保育所、
認定こども園（保育所として利用）、
地域型保育事業所への入所を希望する
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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)



沿線のみどころ
①丸山と金仙寺湖 ②山口町郷土資料館

③公智神社

11月5日（火） 南海トラフ地震に備えた訓練を実施！

訓練は 命を守る リハーサル

 

社殿背後の森は市指定天
然記念物。木材の神を祭る

丸山のふもとに本社、山頂
に奥社がある

④丸山稲荷神社

山口町の文化・歴史資料、
伝統産業品等を展示

標高は富士山の10分の1。
秋は紅葉で赤く染まる

問 災害対策課
（0798・35・3626）

兵庫県南海トラフ地震 津波一斉避難訓練午前 西宮市総合防災訓練午後
　市が関係機関と連携・実施する阪神・淡路大
震災25年事業「西宮市総合防災訓練」では、各
種実動訓練が見学できるほか、応急処置体験な
どができます。　※当日の気象状況等により訓
練中止、内容変更の場合あり

子供たちを
守るために

問 社会教育課（0798・35・3868）

取り消せない公開される

10時02分 大津波警報《避難呼びかけ》

匿名性は無い 書き過ぎやすい伝わりにくい
友達しか知らない、「鍵
付き」だから大丈夫
インターネットは世界に
つながっている社会である

デジタル情報はコピーが
簡単。経年劣化しない

履歴（ログ）があるので、
追跡性が高い

文字情報は感情が伝わり
にくいので、より丁寧に

人に知られて困らない情報
か一度立ち止まって考える

削除や退会で「リセット」
すれば大丈夫×

〇
×
〇

名前を書いていないから
「誰だかバレない」×

〇

「自分はちゃんと伝えた」
のに理解しない方が悪い×

〇

顔が見えないことで本音
が言いやすく信頼しがち×

〇

N

【水平避難】【垂直避難】【自宅等退避】

３階以上

津波から避難する
方法を確認！

10時00分 緊急地震速報《地震発生》

シェイクアウトを実践！

　県と市が実施する津波一斉避難訓練では、防災スピーカーなどが鳴り訓
練情報が伝達されます。皆さんもシェイクアウト（安全確保行動）を実際に
行い、安全な行動を確認しましょう。また、津波浸水想定区域内（おおむ
ね鳴尾御影線以南）の人は、津波から避難する方法を確認しましょう。

津波浸水想定区域内の人は

訓練情報を受けた人は
【時間】午後1時半～4時（防災展示は午後0時半から）
【会場】阪神南広域防災拠点（甲子園浜3丁目）
　　　　※�阪神バス「南甲子園小学校前」または「浜

甲子園３丁目」から徒歩約15分。会場内
に駐車場あり

主要な実動訓練

救援物資受入・分配訓練

地震火災消火訓練

海上輸送・救出訓練

土のう作成・設置訓練 応急給水訓練

人命救助訓練

避難所運営訓練

消防・警察・自衛隊も参加
するよ。ぜひ見に来てね

１１月から緊急告知ラジオの販売再開
　販売休止となっていた緊急告知ラジオの販
売を再開します。価格は2200円（税込み）。
販売場所は市役所本庁舎1階売店、山口ホー
ル、甲東ホールなど20カ所です。

▲緊急時に自動で電源が入
　り避難情報等が流れる

さ
く
ら
や
ま
な
み
バ
ス
マ
ッ
プ

ＪＲさくら夙川
JR 西宮

西宮北口阪急夙川

西宮戎

西宮北 I.C.

滝
盤

ル
ネ
ン
ト

西宮市役所前（阪神西宮駅北）

舟坂橋

金仙寺

南部
地域

有
馬
川

中国自動車道

金仙寺系統

有馬系統

有馬温泉

丸山下
山口
地域

有馬温泉にいく場合は、
「有馬系統」のバスに
乗車してね！

船坂里山学校

２

３
４
１

下山口
山口センター前

山口町のみどころを
掲載したマップは、
さくらやまなみバスの
ホームページで公開

問 交通計画課（0798・35・3527）

さくらやまなみバスで山口・有馬へ！

知っておきたいインターネットの特性

展示・体験コーナー
非常食・非常持ち出し
品などが展示されてい
るほか、応急処置体験
やドローン映像視聴な
どができます

今年で運行10周年

11月のイベント
船坂マルシェ＆ふれあい広場
１１/１０(日)の１０：３０～１5：００
＠船坂里山学校

西宮山口アルキナーレ
１１/１7(日)各コースの出発時間までに
山口センターに集合
★秋の山口町めぐりや丸山登山などコースは３種類

★当日楽しめるイベント・ブース
船坂ミニツアー、鉄道模型展示、
ミニコンサート、飲食ブース（手
打ちそば、炭火焼きいもなど）、
ワークショップ　ほか

★事前申込イベント

・丸山登山健脚コース
　約8㌔、午前9時20分出発
・丸山周遊散策コース
　約7㌔、午前１0時出発
・有馬川緑道ファミリーコース
　約５㌔、午前１0時半出発
▶ゴールの山口センターには屋台や抽選会場
　も。詳細は西宮山口ホームページに掲載。
　問合せは同実行委員会（090・8168・9361）

青空ヨガ教室、ノルディックウォーキング
▶11/７までに西宮観光協会ホームページ

市役所本庁舎1階売店、阪急バス西宮営業所、
阪神西宮おでかけ案内所など

販
売

■ 1日乗車券

■ 太閤の湯バス得チケット
終日何度も乗り降り可能

往復乗車券と有馬温泉太閤の湯入館券のセット

　

　

�金仙寺 �山口センター前

�山口センター前、下山口 丸山下（本社）、金仙寺（奥社）

は最寄りのバス停

（大人1120円、小人560円）

（大人2570円）

　インターネットには、子供たちが利用する上で誤解しがちな5つの特性があります。子供がトラブルに巻
きこまれないように、理解しておきましょう。詳しくは、市のホームページ（ページ番号：7491３679）
に掲載の家庭教育ニュースレター「家族の絆」最新号をご覧ください。

さくらやまなみバス企画乗車券お得

公智神社

山口郷土資料館

丸山稲荷神社

公智神社

山口郷土資料館

丸山稲荷神社
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