
西山　敬介さん（西宮警察署）

グループ名（内容） 日時 公民館 申込・問合せ

NEW GALAXY（ダンス） 第2・4火曜の午前9時～

中央

090・2388・3629
（山本…夜）

白鳥会（健康体操） 第2・4火曜の午前10時～ 67・3074（松永…夜）

中公陶芸グループ（陶芸） 第2木曜、第4月曜の
午後0時半～

090・4903・7740
（井上…昼）

健康太極拳（太極拳） 第1～3木曜の午前9時半～ 南甲子園
090・5127・9867

（内海…昼）
南甲子園料理グループ（料理）第3月曜午前9時半～ 45・2702（山下…夜）

陶和会（陶芸） 第2・4水曜の午前9時～ 上甲子園 64・2866（畑）

春風将棋グループ（将棋） 第1～4水曜の午後5時半～ 春風 49・0331（楠…夜）
夙ポエクラブ（フラダンス） 第1～4金曜の午後0時半～ 夙川 72・3262（鈴木）
浜脇短歌会（短歌） 第1木曜午後0時45分～ 浜脇 71・1201（小西）
hana太極拳（太極拳） 第1～3火曜の午前10時～ 瓦木 66・5599（國分…昼）

　市立高等学校の校長・教頭として学
校運営に手腕を発揮し、教職員の先頭

に立ち、特色ある学校づくりに寄与した。さらに県内公
立高等学校の学区再編に際しては、市立高等学校の特
色・魅力の広報に尽力した。

兼村　郁雄さん

　教育委員会は、教育の振興と発展に功績のあった３個人１団体を、教育功
労者として表彰しました。

問 秘書課（0798・35・3432） 問 教育総務課（0798・35・3830）

　市は毎年、市内の警察署に勤務し、安全で住みよいまちづくりに活躍
している警察官に「西宮市民の警察官」賞を贈っています。
　今年は、次の5人の皆さんに表彰額と記念品を贈呈しました。

　生活安全第一課において、日々取り
扱う行方不明事案や保護、相談等に危

機感を持って対処するとともに、特殊詐欺の被害防止をはじめとする各
種防犯活動に創意工夫を凝らした施策を講じるなど、市民が安心して暮
らせるまちづくりに大きく貢献。

泉谷　哲也さん（西宮警察署） 　市民の日常生活を守る最前線の地域
課に勤務し、強い責任感を持って犯罪

の予防検挙、交通事故の抑止、少年補導活動等のあらゆる警察事象に迅
速かつ的確に対応するなど、市民生活の平穏を確保する活動を通じて、
安全で安心なまちづくりに大きく貢献。

祥瑞　真治さん（西宮警察署） 　交通事故捜査員として、西宮市内で
発生する交通事故の捜査を迅速、適正

に行うとともに、交通事故の被害者に対する適切な被害者対策を推進す
るなど、市民の安全・安心と快適な交通社会の実現に大きく貢献。

関　靖宏さん（甲子園警察署） 　刑事第一課に勤務し、強い正義感を
持って日々凶悪犯罪や窃盗事件の捜査

にまい進するとともに、余罪多数の建造物侵入や事務所荒らし、置引き
の窃盗事件を数多く検挙するなど、市民の安全で安心なまちづくりに大
きく貢献。

三村　総一朗さん（甲子園警察署）　生活安全課において許認可業務
に従事するだけではなく、生活安

全相談で来署する市民に対して懇切丁寧に対応するとともに、DV・ス
トーカー事案では、被疑者の逮捕等、意欲を持って事件を解決するなど、
市民の安全で安心な生活の確保に大きく貢献。

　長年にわたり、山口・船坂地区青少
年愛護協議会の会長として地域の青少

年健全育成のために尽力するとともに、地域づくりの中
心的な役割を担う組織に発展させた。なかでも、有馬川
のホタル保護活動を通して子供たちが地域・故郷のこと
を学ぶ機会を作り、環境保全活動にも寄与した。

本田　三延さん

　長年にわたり、西宮市スポーツ推進
委員として、各種大会の円滑な事業運

営に尽力するとともに、プール開放事業や地区運動会な
どの開催を通じて、地域スポーツ振興に寄与。また、西
宮市スポーツ推進委員協議会の役員として、指導的立場
で本市とともに生涯スポーツの推進にまい進した。

牧野　誠一さん

　長年にわたり、公民館活動推進員会講座において、
地域住民が一緒に楽しみ参

加する人形劇を公演し、本市の社会教育推進
と児童の育成に多大な貢献をした。また、市
内各幼稚園や福祉施設等においても多数公演
し、本市の児童福祉および社会福祉の推進に
も寄与した。

グループ玉手箱

講座名 日時 公民館 費用 申込・問合せ

おんぶdeお菓子作り 第2木曜午前10時～ 中央 2000円 090・1150・3158
（野口）

子育てママのための
大切なおカネのはなし

4月12日（木）午前10時～ 高須

無料

39・7701
（ミドリライフ
サービス…久原）

5月24日（木）午前10時～ 大社
6月７日（木）午前10時～ 段上
７月19日（木）午前10時～ 浜脇
8月23日（木）午前10時～ 若竹

老後破産しないための
マネーセミナー

4月22日（日）午後1時～ 西宮浜

無料
5月2７日（日）午後1時～ 山口
6月24日（日）午後1時～ 上ケ原
７月29日（日）午後1時～ 学文
8月26日（日）午後1時～ 塩瀬

美味しい
ロカボクッキング 第2・4金曜の午後6時半～ 中央 1000円 070・5266・3968

（水野）

シニアのためのスマホ塾 第2土曜午後1時半～ 若竹 1000円 090・9646・7372
（青山）

接客中国語
基礎文法プラス

おおむね第2・4日曜の午
前10時～ 若竹 1000円 090・6754・5872

（薄）
家庭焙煎
焙りたてコーヒー講座 4月16日（月）午後1時～ 越木岩 2500円 080・5330・7741

（田坂）

　公民館では生涯学習社会の実現を目指し、さまざ
まな活動が行われています。活動内容など詳しくは
各講座・グループへ問合せを。市外局番のないもの
は≪0798≫。

問 中央公民館（0798・67・1567）

公民館活動に参加しませんか？
あなたのお気に入りがきっとある！

≪公民館活用促進プロジェクト≫

≪公民館定期使用グループ≫

講座名 日時 公民館 費用 申込・問合せ
家族電子工作イベント
TS博2017 3月11日（日）午後1時～ 鳴尾 無料 090・9879・3759

（谷川）
社交ダンス♪
始めませんか？ 月曜午後0時45分～ 高木 800円 080・1998・5159

（谷）

楽しく吹いてみよう♪
オカリナ

第1・3月曜の午後2時15分～ 越木岩

1000円 080・4766・5651
（岡嶋）

第3木曜午前10時45分～ 春風第4木曜午後2時15分～
第2・4土曜の午前10時45分～ 上ケ原

唱歌で踊る　
簡単フラダンス

おおむね第1火曜
午後0時45分～ 塩瀬 1000円 090・8369・4295

（川田）

ほぐすサイズ
～体幹トレーニングで
姿勢を美しく！

おおむね第1・3火曜の
午前10時45分～ 甲東

1000円 090・6328・2472
（塚本）おおむね第2・4水曜の

午前10時45分～ 段上

おなかスッキリ体操 おおむね第1～4水曜の
午前10時～ 鳴尾 800円 050・3577・1105

（竹原）
詩吟を楽しもう おおむね第1～3木曜の午後1時～ 用海 1000円 22・7117（川元）

楽しく歌って「脳トレ」 第1木曜午前10時～ 瓦木 300円 090・9996・2933
（佐藤）第4月曜午前10時～ 南甲子園

大人かわいい
水彩イラスト

第1・3水曜の午前9時半～ 春風 1000円 080・3109・9027
（藤本）第1・3木曜の午後1時半～ 学文

人を惹きつける！
メイクアップ教室

おおむね第1・3土曜の
午前11時～ 鳴尾 1000円 070・5266・3968

（水野）

子供囲碁教室 おおむね第1～3土曜の
午後1時～ 今津 100円 74・0516

（逆瀬川）

笑って元気！笑いヨガ

おおむね第2日曜午前10時～ 甲東

500円 090・8124・6902
（三浦）

おおむね第2日曜午後2時～ 塩瀬
4月1日（日）・７月1日（日）
の午後2時～ 山口

5月6日（日）・9月2日（日）
の午後2時～ 高須

初めての子供将棋 おおむね第1～4月曜の
午後4時半～ 瓦木 400円 70・1216

（夙川将棋教室）
ファシリテーションを
学ぼう（初級） 第2・4木曜の午後７時～ 夙川 1000円 090・1220・1934

（薮田）
優しいヨーガ
ゆっくりクラス 水曜午後2時半～

南甲子園
500円 090・8212・2194

（刑部）優しいヨーガ
初めてクラス

おおむね第3月曜
午前9時半～ 1000円

西宮市民の警察官賞贈呈
安全で住みよいまちづくりに貢献

教育功労者表彰 
教育の振興・発展に貢献
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