
芸　術芸　術

　来年度の西宮市展へ作品を出品す
る場合は、５月２８日（必着）までに事
前申込を。申込について詳しくは、
西宮市文化振興財団ホームページの
募集要項をご確認くださ
い。募集要項は市民会館
等でも配架しています。
※作品の搬入は６月19・２0日
問 西宮市文化振興財団（33・3146）

西宮市展の
作品出品

要事前
申込

4月のギャラリー

日 1日（木）～30日（金）
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
書（龍田知香さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

南太平洋　異文化
にふれるバヌアツ
写真展

人事募集人事募集
教育委員会の会計年度任用職員A
（スクールカウンセラー）

内 週4日30時間勤務。6月採用
対 臨床心理士または公認心理師の資
格取得者、大学院で臨床心理学に関す
る課程を修了した人（5月末までに修
了見込みも可） 
￥ 月額18万3800円 
定 若干名
申  所定の申込書を3月25日～4月5日
に教育人事課（市役所東館8階☎35・
3834）。申込書は同課か市HPで入手可
HP 29749251

西宮市医師会の職員募集

内 下表のとおり
申 履歴書を4月9日までに同会診療所
（ 〒662－0913染 殿 町8－3☎26・
9497）に持参か郵送(必着)

看護師常勤職員
内 同会診療所での健診業務。4週14６時間
（4週６休制）。５月採用 対 免許取得者 
￥ 月額２1万4000円以上  定 1人
保健師嘱託職員
内 同会診療所での保健指導・健診業務等。
4週14６時間(4週６休制)。５月採用 対 免許
取得者 ￥ 月額２1万4000円以上  定 1人
事務嘱託職員（育休代替）
内 同会診療所での健診受付・パソコン入力
等。4週14６時間（4週６休制）。５月採用 
￥ 月額1８万円 定 1人
事務パート職員
内 同会診療所での健診誘導等。週3日程度

（土・日曜勤務あり）。4月中旬採用 
￥ 1時間915円以上 定 1人
臨床検査技師パート職員
内 同会診療所での生理機能検査。週3日程度

（土・日曜勤務あり）。4月中旬採用 対 免許
取得者 ￥ 1時間1570円以上 定 1人

子 供・子育て子 供・子育て
人形劇定期公演

日 4月17日（土）午後2時～
会 大学交流センター
￥ 300円（小学校入学前無料）
定 70人。多数の場合抽選
申 4月7日までに市ＨＰ
問 文化振興課（35・3425）
HP 37863174

甲子園浜セミナー「今津浜の
移り変わりと水辺の生物」

日 4月18日（日）午前10時半～
会 甲子園浜自然環境センター
対 小学生以上 
定 20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5日

（必着）までに西宮市貝類館（〒662－
0934西宮浜4丁目13－4☎33・4888）

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
対 小学2年生～6年生（2年生は保護
者同伴） ￥ 3000円 
定 15人。多数の場合抽選（小学4年
生～6年生優先）
申・問 4月16日までに同協会（32・8680）

催　し催　し
西宮浜さくら祭

日 4月4日（日）の午前10時～午後3時。
荒天中止 会 さくら公園、西宮浜公民館
内 ステージ、音楽広場など
問 西宮マリナパークシティ協議会
（090・9697・4402…柴田方）

読み語り～宮沢賢治の世界

日 4月10日（土）の午後6時、11日（日）
の正午、午後3時～
会 門戸寄席J：SPACE（下大市東町）
￥・定 あり 申・問 華夢工房
（078・691・8954…鎌田方）

自転車修理教室

日 4月17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体験 
定 6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3日（消印有効）
までに同プラザ（〒662－0934西宮
浜3丁目8☎22・6655）

健康・福祉健康・福祉
身体障害者巡回(移動)相談会

日 4月23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）

相　談相　談
消費生活センター 4月の相談会

日 13日（火）・27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）

◎手洗いや手指消毒の実施、咳エチケットへの配慮
◎体調不良時の参加自粛　◎各施設での利用制限の厳守
※イベントは急きょ中止・延期する場合があります。
　実施状況については主催者へ問合せを

感染防止策の実施にご協力を

※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
人にクオカード3000円分をプレゼン
ト。4月のテーマは「西宮の料亭文化と
和食」。ゲストティーチャーは兵庫栄養
調理製菓専門学校教授の柏木直樹さん。
放送終了後、市ＨＰから音声配信あり
HP ５4149６19

西宮徹底解剖（番外編）
日 3月２9日（月）午後８時半～ 内 過去に
出演したゲストティーチャーの素顔や
魅力に迫る

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。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）

5日（月）～11日（日）、19日（月）～２5日（日）
イベントリポート…市内で行われたイ
ベント等を紹介
1２日（月）～18日（日）、２6日（月）～5月２日（日）
ＰＲ…ドラマ仕立てで市の取組や魅力
を分かりやすく紹介
5日（月）～5月２日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

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
※会場はいずれも公民館
楽しくやさしく古典を読む会
日 第２・4火曜の午前9時～ 会 鳴尾 
￥ 各回370円 申・問 47・107８…伊藤方
親の終活、子の終活
日・会 ①第２火曜午後1時～…今津、②第3
火曜午後６時～…夙川、③おおむね第3日
曜午前10時～…若竹 ￥ 各回1000円 
申・問 ①②090・4307・２7８５…山田方、
③090・２039・9２６２…河内方
生講談を楽しみ、学ぶ～心に響く物語の語り方
日・会 いずれも水曜▷4月14日午前10時
半～…上甲子園▷６月9日午後２時～…学
文▷８月1８日午後２時～…春風 
￥ 各回６00円 申・問 090・８５34・６0５4
…天神堂甲梅方
セミナー「正しい知識で笑顔の相続を」
日・会 いずれも水曜午前10時～▷4月14
日…瓦木▷５月19日…大社▷６月1６日…
越木岩▷7月14日…上ケ原▷８月２５日…
高木▷9月２9日…甲東 
申・問 090・73６５・4470…嶽元方
あなたの大切な体のために
～自力整体始めませんか？
日・会 金曜(月２回)午後7時1５分～…中央
▷土・日曜(月3回)午前10時40分～…大社
￥ 各回1000円 
申・問 070・５５40・５1５８…ばんの方

講座・講演会講座・講演会
相続対策セミナー

日 4月10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）

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）の申込

日 4月4日（日）の午前8時～午後3時
会 中央運動公園野球場 ￥ 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）

パラスポ体験会

日 4月18日（日）午後1時～
会 中央体育館 
内 車いすバスケットボールなど
対 小学生以上 定 40人。先着順
申 3月30日午前10時から電話で西宮
スポーツセンター（73・7581）

記号の見方 対 対象内 内容 申 申込 問 問合せ日日時 ￥ 参加費等 託 託児会 会場 定 定員 HP 市ホームページ番号

※費用の表記のないものは無料。市外局番のないものは《0798》にしナビ
くらしを豊かにする情報をお届け
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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）



情報110番警察署からの

西宮警察署（0798・33・0110）、甲子園警察署（0798・41・0110）

件名 市ホームページ 担当課
①西宮市生涯学習
　推進計画(素案) 119304５4 生涯学習企画課

（市役所東館８階☎0798・35・3773）
②にしのみや住宅
　マスタープラン(素案) 919６99８0 すまいづくり推進課

（市役所南館３階☎0798・35・3771）

インフォメーションi
information

市から

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。申込は必要書類を4月
1日～15日（必着）に各担当課へ。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。
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
【担当課】文化振興課（市役所本庁舎５
階☎0798・35・3425）
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、８月から約1年間配布（1
万２000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）
【担当課】子育て総合センター（津田町3ー
40☎0798・39・1521）
※ 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

国民健康保険　加入・脱退の
手続きをお忘れなく

　国民健康保険（以下、国保）の加入・
脱退などには届け出が必要です。以下

の事例が発生した場合は、14日以内
に国民健康保険課（市役所本庁舎1階）
等に届け出てください（郵送でも手続
き可）。また、脱退の手続きが遅れる
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）をご確
認ください。
　問合せは国民健康保険課（0798・
35・3117）へ。
【届け出が必要な事例】
◉加入…他の市区町村から転入▷職場
の健康保険を脱退した、または被扶養
者から外れた▷子供が生まれた
◉脱退…他の市区町村へ転出▷職場の
健康保険に加入した、または被扶養者
になった▷国保の加入者が死亡した
◉その他…市内で住所が変わった▷世
帯主が変わった▷修学のために別に住
所を定めた

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、令和元年(2019
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、令
和3(2021)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。

西宮市青少年問題協議会
委員を公募

　市は、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・審議する委員を2人募集しま
す。 
【任期】6月1日から2年間
【対象】6月1日時点で20歳以上の人
※本市の他の審議会委員、市職員、市
議会議員を除く
【応募方法】所定の応募用紙、設定さ
れたテーマの小論文を4月16日までに
郵送（消印有効）かＥメールで青少年
施策推進課（市役所江上庁舎1階☎
0798・35・3870）へ。持参も可　
※応募用紙は同課で配布するほか、市
のホームページ（ページ番号：4419
1885）からダウンロード可 
【選考】書類審査および面接

　◆妊娠届・妊婦健診費用助成申請の
受付窓口変更　4月からはアクタ西宮
ステーションでの受付は不可。問合せ
は地域保健課（0798・35・3310）へ

問

配送業者を装う不在通知に注意
ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を使った

携帯電話にSMSで荷物
の不在通知が来た。メッ
セージ内のリンク先にア
クセスすると、

≪防犯のポイント≫
メッセージの送信元が実在する組織名でも、正規のサイトや電話等
で確認する

事例

メッセージ内のＵＲＬにアクセスしない

不正なアプリがインストールされ、ＳＭＳの大量送信に
より高額な通信料が請求された

偽サイトでＩＤ・パスワードを入力、キャリア決済等を
不正利用され、身に覚えのない請求を受けた

①

② 　　　　　 　 　意見募集の結果は、3月25日から各担当課、市役所本庁舎1
階総合案内所横、各支所等で配布するほか、各ホームページで
もご覧いただけます（①は公民館、図書館等でも配布）。

意見募集 　いただいた意見は市の見解とともに公表(個人情報を除く)。
電話での意見の受付や個別回答は行いません。

西宮市都市景観形成基本計画改定（素案）

内容 これまでの景観行政の実績と現在の状況を踏まえ、西宮市らしい良好
な景観形成の推進を図るため改定を行うもの

担当課 都市デザイン課（市役所南館3階☎0798・35・3526）

素案の配布 3月２５日から担当課、市ホームページ（ページ番号：２339２901）、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等

意見の提出 3月２５日～4月２６日に担当課へ郵送(消印有効)。持参等も可

　市民相談課（市役所本庁舎1階）で実施している市民生活相談の4月からの
変更点は下表のとおり。市民生活相談について詳しくは、市のホームページ
（ページ番号：13867746）をご覧ください。

問 市民相談課(0798・35・3100)

種別 曜日・時間、内容 担当課

実施日変更 家事相談 月・水曜の午前9時半～正午 市民相談課
（0798・35・3100）相続・離婚などの家庭問題

新規 空き家相談
第3金曜の午前9時半～正午 すまいづくり推進課

（0798・35・3778）空き家の活用・賃貸・売買・解
体・相続・管理等に関すること

　◆都市計画道路門戸仁川線の変更素
案の閲覧　3月25日～4月8日の執務
時間中に道路建設課（市役所本庁舎7
階）、市のホームページ（ページ番号：
74524717）で閲覧可。素案に意見
のある人は、閲覧期間中に市長宛に意
見書を提出可。問合せは道路建設課
（0798・35・3793）へ
　◆市役所前公共駐車場の初期無料時
間を延長　4月から市役所開庁時間帯
の初期無料時間を30分から60分に延
長。問合せは管財課（0798・35・
3416）へ
　 ◆4月6日～15日は春の全国交通安
全運動期間　日頃から交通ルールやマ
ナーを守り、他者を思いやる行動を心
掛けましょう。問合せは交通安全対策
課（0798・35・3806）へ

ツーツーシキュー

消防テレホンサービス

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

パブリックコメント 意見募集、結果を公表

結果公表

市民生活相談 ４月からの変更点
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【経済的な困りごと相談】西宮市くらし相談センターつむぎ（0798・23・1031）…月曜～金曜の午前9時～午後５時(祝・休日を除く)


