
今年で56年目のブックリストです
前年に発行された本から、幼児・小学生・
中学生を対象におすすめ本を紹介します！

日常の疑問の解決からデータ収集まで、
司書が調べものをサポートする「レファ
レンスサービス」を行っています

中央図書館にNTT提供の絵本検索機「ぴ
たりえ」を設置しています
AI技術を用いた新しい絵本えらびを体
験してみませんか？

「ぴたりえ」でできること

etc...

好きな絵本と
似た絵本をえらぶ

ストーリーから
絵本をえらぶ

データベースを使って
本以外の情報も調べる
ことができます！

どんな本を読めばいいか
分からないお子様に！

NTTとの共同研究を実施
現在、NTTとの共同研究で子供の読書の
習慣化などについて調査しています
「ぴたりえ」もその研究に生かされます新しい本との出会いに

なるかも！

小説、日常の困りごとなど生
活に役立つさまざまなテーマ
で本を紹介しています
各図書館で工夫を凝らした特
集をしています
ぜひ、ご覧ください！

図書館以外でも市民会館、上
甲子園センター、春風公民館、
大社公民館で返却できます

※利用時間など詳しくは
　ホームページで確認を

※現在実施中のブックフェアは
　ホームページで確認を

◀一部の図書館入口に
　サーモグラフィーカ
　メラを設置

来館の際は事前に
体調をチェックし、
感染対策をして来
館してください

事前に体調チェックを

事前にインター
ネット予約をする
ことで、スムーズ
に本を受け取るこ
とができます

事前予約でスムーズに受け取り

◀現在、中央・鳴尾・
　北口図書館に導入

図書館の貸出窓口
の混雑緩和、接触
を減らすため、自
動貸出機を導入し
ています

自動貸出機で貸出手続き

図書館利用図書館利用ののススメススメ

絵本検索機「ぴたりえ」の設置
期間限定期間限定

読書振興課
舩附係長

司書がサポート！図書館のいろいろな使い方司書がサポート！図書館のいろいろな使い方

深川司書

「読んでごらんおもしろいよ」
教諭や司書が厳選したおすすめ本を紹介

「レファレンスサービス」
資料探しや情報収集に

「ブックフェア」
幅広いジャンルの本を特集

返却ポストのご利用を

コロナ禍でも安心して利用できるようにコロナ禍でも安心して利用できるように

読書振興課（0798・33・0189…中央図書館内）問

知れば知ればもっともっと使いたくなる使いたくなる

市立図書館HP

新型コロナワクチン関連情報は８面に掲載
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新型コロナウイルス感染症関連情報

　公園（武庫川河川敷を含む）を利用するときは次のことに注意し、近隣
住民に迷惑となることはやめましょう。

花火

夜間騒音

公園での事故が多くなっています。公園遊具は正しく使い、
危険な遊びをしないなど、事故の無いよう気を付けましょう

大きな音の出る花火や大声での談笑は近隣の迷惑と
なるのでやめましょう

公園はさまざまな人が利用します。ボール遊びをす
るときは、他の利用者や近隣住民の迷惑とならない
よう、十分注意して遊びましょう

● 小さな子が近くにいるときは特に注意して！
● ボールを追いかけて飛び出さない！
● フェンスや壁にぶつけない！　● 人の家にボールを入れない！

公園緑地課（0798・35・3611）問 ＨＰ 36333859

● ロケット花火・打ち上げ花火は終日禁止
● 午後10時以降は全ての花火を禁止

≪土・日曜、祝・休日の御前浜橋の開閉方法≫
午前10時 開閉（機械設備の稼働確認を兼ねて必ず開閉）
正午、午後3時、5時 船舶(※)の通行がある場合のみ開閉
(※)開閉しないと通行できない規模のもの

道路補修課（0798・35・3553）問

　市は、御前浜橋(跳ね橋)を通行する歩行
者や自転車の利便性の向上を目的に、こ
れまで土・日曜、祝・休日に１日４回必ず
開閉していた方法を８月１日（日）から下表
のとおり変更します。
　変更後の正午、午後３時、５時の開閉は、
船舶の通行がなければ行わないため、歩行者や自転車の待ち時間が無く
なります。

募集イベント 内容 締切
大学生×SDGｓ
紹介コーナー

SDGｓに関連した活動を行っている大学生団体等
を募集 9/14

みんなでエール！
宮っ子リモート

大合唱♪

「星影のエール」の歌唱動画を募集
応募動画を一つにつないだ大合唱動画が、10月
23日に行われるイベントのフィナーレを飾ります

9/21

ハロウィン仮装
フォトコンテスト

ハロウィンなどの仮装をした写真を募集
入賞者には賞品あり

10/4あなたの軌跡が
社会を笑顔に！

GPSアートコンテスト

ランニングアプリを使って記録した軌跡で描くGPS
アートを募集
受賞作品には賞品あり

にしのみや市民祭りにしのみや市民祭り
イベント参加者を募集！イベント参加者を募集！

【受付時間】9:00～１9:00(土・日曜、祝・休日は１7:00まで）
FAX：079８・３３・１１7４0798・26・2240新型コロナウイルス

医療相談窓口
最新情報は市ホームページで

市内施設の利用制限など最新情報は、市のホームペー
ジからご確認ください

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）問 にしのみや市民祭り

協議会ホームページ

　にしのみや市民祭り協議会は、オンラインを活用した新たな形式で開催
する「にしのみや市民祭り」のイベント参加者を募集します。今年は、
１0月2３日（土）に行われる各種ステージイベントの様子をインターネット
で動画配信（ケーブルテレビでも放送）します。
　※屋外でのイベントの実施はありません

8月３日から協議会ホームページで申込受付

上記イベントの動画や作品等は、特設ホームページに掲載します

火の取り扱いに注意し、ごみは必ず持ち帰りましょう

ボール遊び

　市は、不登校の児童生徒への支援の拡充を
図るため、教育支援センター「あすなろ学級
やまぐち」を８月３0日に開級します。
　入級を希望する人は、在籍の学校または学
校保健安全課に相談してください。

住所 学習形態 開級日、時間 定員 活動内容

山口町上山口2丁目3－43
（山口中学校内）

学級制
（週4日）

月・火・木・金曜

▼午前の部（午前9時半～）

▼午後の部（午後1時10分～）
各部1５人程度 教科学習、自主学習、交流活動、

スポーツ活動など

※対象は西宮市立小・中・義務教育学校に在籍する不登校児童生徒

▣ 新型コロナウイルス感染症の影響により、８月１7日～22日に予定していた「西宮市教美展」は中止となりました。問合せは学校教育課（0798・35・3859）へ

　本市も対象となっていた「まん延防止等重点措置」は7月１１日をもって
解除となりましたが、市内では継続して新規感染者が発生している状況で
す（7月１9日時点）。
　また、東京・大阪での感染者数の増加や変異株への警戒が必要など、引
き続き感染再拡大の防止に取り組む必要があります。感染リバウンドを防
ぐため、気を緩めることなく、感染対策の徹底をお願いします。

学校保健安全課
（0798・35・3884）問

公園公園ははルールルールととマナーマナーをを守って守って

8/30開級8/30開級
不登校児童生徒不登校児童生徒のの支援支援

御前浜橋(跳ね橋)の開閉方法を変更

あすなろ学級やまぐちあすなろ学級やまぐち

リバウンドさせない取組にご協力をリバウンドさせない取組にご協力をまん延防止等重点措置解除後もまん延防止等重点措置解除後も

● 時短要請時間外での飲食店等の利用、路上・公園等での● 時短要請時間外での飲食店等の利用、路上・公園等での
　 グループ飲酒など感染リスクの高い行動は控えて　 グループ飲酒など感染リスクの高い行動は控えて

● 感染拡大地域との往来や不要不急の外出は自粛を● 感染拡大地域との往来や不要不急の外出は自粛を

● 手洗い、消毒、換気など基本的な感染対策の徹底を● 手洗い、消毒、換気など基本的な感染対策の徹底を

相談・見学相談・見学
受付中！受付中！
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西宮市老人クラブ連合会（〒662－0913染殿町
8－17総合福祉センター内☎0798・34・3334）問

西宮市高齢者作品展西宮市高齢者作品展

楽しいボウリングの集い楽しいボウリングの集い

高齢者囲碁大会高齢者囲碁大会

【日時】9月2日（木）午後1時から　【会場】E－BOWLトマト西宮(室川町)
【費用】1チーム(４人)４000円　　 【定員】5組。多数の場合抽選
【申込】往復ハガキに催し名、参加者全員の住所・氏名・年齢（代表者には
　　　　〇印を）、電話番号を書き、8月13日（消印有効）までに同連合会へ

【日時】9月2日（木）午後1時から　【会場】総合福祉センター
【内容】変則スイス方式　　　　　【費用】500円
【定員】三段以上・初二段・級、各16人。多数の場合抽選
【申込】往復ハガキに催し名、段・級位、住所、氏名、年齢、電話番号を
　　　　書き、8月13日（消印有効）までに同連合会へ

【 日　時 】9月1４日（火）～17日（金）の午前10時～午後４時
　　　　　　（入館は3時半まで、17日は正午まで）
【作品受付】9月6日～8日の午前9時半～午後４時に同連合会へ持ち込み。
　　　　　　出展は部門ごとに1人1点。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

60歳以上60歳以上
対象対象

健康維持や介護予防に

老人クラブ連合会の催し

日程 テーマ 講師

10/6 ライフサイエンスが明らかに
してきたもの

武庫川女子大学薬学部名誉教授・
吉田雄三さん

10/13 ゲノム編集が目指すもの 大阪大学大学院医学系研究科附属ゲノム
編集センター長・河原行郎さん

10/20 ゲノム疫学による疾患解析 京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医
学センター長・松田文彦さん

10/27 分子標的医薬品の現状と展望 JT医薬総合研究所高槻リサーチセン
ター生物研究所副所長・山口尚之さん

※いずれも水曜午後6時半から。４回シリーズ（１回のみの申込は不可）

【会　場】フレンテホール　   【対　象】高校生以上
【定　員】130人。多数の場合抽選　
【受講料】2000円（全４回）。市内在住・在学の高校生、大学生、大学院
               生、専門学校生は無料

ライフサイエンスセミナーライフサイエンスセミナー
　市は、ライフサイエンスセミナーを開催します。今年のテーマは「ライ
フサイエンスの新たな展開」です。その分野の第一線で活躍する先生に、
生命科学の最先端の話題を分かりやすく解説してもらいます。日程・テー
マは下表のとおり。

ライフサイエンスの新たな展開ライフサイエンスの新たな展開

施設名・所在地 申込先 説明会日程
セントポーリア愛の郷（山口町上山口） （078・907・1165） 8/7（土）
にしのみや聖徳園（段上町6丁目）

（0798・5４・8885） 9/24（金）
いまづ聖徳園（今津港町）(※)
(※)説明会はにしのみや聖徳園で実施

近くの介護施設で働いてみませんか

ひょうごケア・アシスタントひょうごケア・アシスタント

　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に、3日間の研修（座
学）を開催します。研修修了後に、同サービスを行う民間の介護事業所に
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。

日程 会場 申込

第23期 9月16日（木）・22日（水）・
27日（月）の午前10時～ 市民会館 9月13日

までに
ソラスト（0120・33・
5533…月・水・金曜の
午前10時～午後4時）

※受講料無料。定員あり。詳しくは市のホームページをご覧ください

福祉のまちづくり課（0798・３５・３１３５）問 ＨＰ 47327167

家事を仕事にしませんか
介護予防・生活支援員養成研修

ＨＰ 30582656県高齢政策課（078・３62・440１）問

説明会説明会
開催開催

問 地域学習推進課（0798・３５・５１66）ＨＰ 73389771

ハガキに催し名、住所、氏名（ふりがな）、学生は学校名、
電話番号を書き、8月27日（必着）までに地域学習推
進課（〒662－0911池田町11－1）へ　
※市のホームページからも申込可

申 

込

　県は、介護施設で短時間の周辺業務（掃除・洗濯など。介護の専門知識
は不要。有給）に従事するひょうごケア・アシスタント推進事業を実施し
ます。アシスタントの募集施設と説明会開催日は下表のとおり。年齢・資
格不問。申込は各施設へ。詳しくは市のホームページをご覧ください。

更新手続き お忘れなく 児童扶養手当 特別児童扶養手当
受付期間 8月4日～31日 8月12日～23日

提出物 現況届 提出が遅れると来年1月の振込
が一時的に差し止めとなります

所得
状況届

提出が遅れると11月の振込に
間に合わない場合があります

※受付期間の初日、最終日、毎月曜日は大変混み合います。分散来場にご協力をお願
　いします

【支給対象】身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満
の児童を養育する人。所得制限あり
【 支 給 月 】 ４・8・11月
【支給月額】1級（重度障害）…5万2500円

△

2級（中度障害）…3万４970円

特別児童扶養手当

【支給対象】父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできない
か、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との
併給可。所得制限あり
【支給期間】児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、
心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
【 支 給 月 】 1・3・5・7・9・11月
【支給月額】

児童扶養手当

児童手当
【支給対象】15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育してい
る人　※公務員には職場で支給。夫婦が離婚協議中で別居している場合は、
児童と同居している親が優先的に手当を受給可能（諸条件あり）
【所得制限】706万円（扶養児童2人の場合。収入額の目安は約917万円）
【 支 給 月 】 2・6・10月
【支給月額】

児童の年齢 0歳～3歳誕生日月 3歳誕生日月翌月
～小学6年生 中学生

支給月額 1万5000円 1万円（※） 1万円
(※)第3子以降は1万5000円

児童数 全部支給 一部支給
1人 　　　4万3160円 　1万  180円～4万3150円
2人 　　　5万3350円 　1万5280円～5万3330円
3人 　　　5万9460円 　1万8340円～5万9430円

※4人目以降は1人増えるごとに3060円～6110円加算

児童手当など各種手当
　子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受け
るにはいずれも申請が必要です。申請がまだの人はご相談ください。

　7月以前から児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、8
月に更新手続きが必要です（該当者には案内を送付）。2年間続けて手続
きしない場合は、受給資格が無くなることがあります。
■ 8月15日（日）に市役所東館7階で休日受付を実施

子育て手当課（0798・３５・３１90）問

受給手続きの受給手続きの
確認を確認を

＠市民ギャラリー＠市民ギャラリー

● 特例給付（所得制限限度額以上）は1人一律5000円

受講者募集

令和3年（2021年）7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

名称・
住所

西宮市応急診療所（池田町13－3）
※発熱患者の受診は必ず事前予約を。発熱症状の無い人は予約不要

阪神北広域こども急病センター
（伊丹市昆陽池2丁目10）

西宮歯科総合福祉センター
（甲子園洲鳥町3－8）

尼崎健康医療財団休日夜間急病診療所
（尼崎市水堂町3丁目15－20）

電話 0798・32・0021 予約電話 0570・082・438 072・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

予
約
時
間

月曜～金曜…20：00～21：00
土曜…………16：30～17：30、20：00～21：00
日曜、祝・休日…  8：30～9：30、16：30～17：30、
　　　　　　20：00～21：00

全日…深夜0：00～翌朝6：30 日曜、祝・休日…9：30～12：00
土曜……………18：00～20：30

（耳鼻咽喉科のみ）
日曜、祝・休日…  9：00～16：00

保険証など持参を

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

子育て関係・相談など（8月分）
要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ。会場の表記は次のとおり
▪中央…中央保健福祉センター（染殿町8－3 ☎0798・35・3310）
▪鳴尾…鳴尾保健福祉センター（鳴尾町3丁目5－14 ☎0798・42・6630）
▪北口…北口保健福祉センター（北口町1－1 ☎0798・64・5097）
▪塩瀬…塩瀬保健福祉センター（名塩新町1 ☎0797・61・1766）
▪山口…山口保健福祉センター（山口町下山口4丁目1－8 ☎078・904・3160）
▪保健所（江上町3－26 ☎0798・26・3667）

子育て関係
事業名 8月（一部9月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

4日（水）・12日（木）・19日
（木）の9：45～11：45

助産師等による相談。対象は妊娠中
から産後1年までの妊産婦。
申込は市のホームページ（ページ番
号：44926114）から。
問合せは北口へ

マザークラス
9月9日（ 木 ）・16日（ 木 ）
の13：30～16：00。
2回シリーズ

鳴尾
対象は令和3年11月～4年1月出産予
定の初妊婦。定員12人。申込は8月10
日から

はじめての
離乳食講座 17日（火）10：30～11：30 北口 対象は令和3年2・3月出生の第1子と

保護者。定員24人。申込は8月2日から

離乳食講座 26日（木）10：30～11：30 中央
対象は令和2年7月～11月出生の第1
子と保護者。定員28人。申込は7月
29日から

幼児食講座 24日（火）10：30～11：30 北口
対象は平成30年8月～令和2年1月出
生の第1子と保護者。定員16人。
申込は7月30日から

育児セミナー 9月25日（土）12：30～
なるお
文化

ホール

対象は令和3年4月～6月に妊娠届を
出した初妊婦とその配偶者、転入し
た初妊婦とその配偶者。定員あり。
申 込 は8月23日 ま で に 市 の ホ ー ム
ページ（ページ番号：65566164）
から。多数の場合抽選

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
（※）4か月児健診…令和3年4月出生▷10か月児健診…令和2年10月出生
▷1歳6か月児健診…令和2年1月出生▷3歳児健診…平成30年3月出生

相談
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

お悩み解決！
栄養相談

23日（月）10：00～12：00、
13：00～15：00 山口

栄養士による相談30日（月）10：00～12：00、
13：00～15：00 塩瀬

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

みやっこ
こころのサポー
トダイヤル

月・水・金曜（祝・休日を除
く）の13：30～16：30 保健所

新型コロナの影響によるこころの悩
み、生きづらさについて臨床心理士等
による相談。
実施日に（0798・35・5082）へ

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
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

精神保健福祉
相談

3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（木）9：20～10：00 鳴尾
12日（木）13：20～14：20 塩瀬
20日（金）13：10～14：00 北口

このほかの健康・医療相談は、ハローにしのみや（0120・86・2438）をご利用ください

≪元号・西暦対照≫▶平成30年…2018年▶平成31年・令和元年…2019年
▶令和2年…2020年▶令和3年…2021年▶令和4年…2022年

9月の健診（検診）

令和3年4月～4年3月に誕生日を迎える年齢
詳細は下記の各診査・検診の項目を参照

【対象年齢】

▷市民税非課税世帯・生活保護受給中の人は、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。肺がん・結核検診の胸部X線検査は65歳以上無料)

( )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
▷〔個〕
個別検診（市内の委託医療機関で受診）の金額。記載のないものは集団検診のみ実施

▷70歳以上無料
【受 診 料】

受診券不要

「すこやか健康診査」と「基本健康診査」の希
望者は、健康増進課へ受診券発行の申込を。
40歳～74歳で職場の健康保険に加入してい
る人は、加入先の健康保険組合等に問合せを

（※）

胃がん（バリウム）検診
40歳以上。1000円

▪

大腸がん検診
40歳以上。600円〔個  1200円〕

▪

すこやか健康診査
20歳～39歳。1500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

▪

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
送付済み。無料〔個  無料〕

▪

前立腺がん検診
50歳以上。1000円

▪

長寿（後期高齢者）健康診査
対象者に受診券を4月末に送付済み。
無料〔個  無料〕

▪

肝炎ウイルス検診
40歳以上の未受診者。700円〔個1200円〕

▪

基本健康診査
40歳以上で令和3年度途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〕

▪

対象者に個別通知。対象は40・50・60歳は500円、70歳は無料。個別検診のみ
歯周疾患検診

 要受診券 西宮市各種健康診査 がんなど各種検診

申込期間は8月2日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※8月の空き区分は受付中
申込は各会場へ。

（注） 電話番号はよくお確かめの上、お掛け間違いのないようにお願いします

➡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可。詳しくは西宮市医師会ホームページから

※

▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円
健康ドック

会場 9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）

▪乳がん検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個  1800円〕 ※視触診は実施していません
▪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〕

受診券不要女性のための検診

会場 9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）

10月から胃がん(内視鏡)検診を開始予定
（個別検診のみ）。対象は50歳以上の偶数
歳。〔個3800円〕。同一年度に受診できるの
はバリウムと内視鏡のどちらか一つです

※

会場 9月（一部11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）、
26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 13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

①山口保健福祉センター 12日（日）9：00～15：30（★）兵庫県健康財団（078・793・9333）
…①8月2日～10日、②③8月17日
～24日（土・日曜、祝・休日を除く）
の9：00～17：00

②塩瀬体育館　※塩瀬
　公民館から会場を変更 24日（金）9：30～16：00（★）

③塩瀬体育館　※10月
　12日（火）塩瀬公民館か
　ら会場・日程を変更

11月3日（水・祝）9：30～16：00
（★）

（★）いずれも予約者数により午前のみの実施となる場合あり

にしきた献血ルーム（全血献血・成分献血）
…10：00～13：00、14：00～17：30（成分献血は17：00まで）

西宮市役所前…8月11日（水）10：00～12：00、13：15～16：00

献血 保健予防課（0798・35・3301）☎
64971580HP

各種定期予防接種を市内委託医療機関で実施。市外で接種する
場合は、接種予定日の10日前までに連絡を

保健予防課（0798・35・3308）☎
22784785HP

子供の
定期予防接種

【申　込】受診する会場へ
【問合せ】健康増進課（0798・35・3127）

（※）

（※）

みやっ子

歳

奥
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日
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り

（

）
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情報110番警察署からの

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

子 供・子育て子 供・子育て
�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり
対 未就学児は保護者同伴
定 各回8組。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、8月2日（②は9日。いずれも必
着）までに同館（〒662－0934 西宮
浜4丁目13－4☎37・0485）
①ちりめんモンスターを探せ！
日 8月15日（日）の午前10時半、午後1時
半～ 内 ちりめんじゃこの中から小さな生
き物探し ￥ 材料1つにつき300円。別途
要入館料
②家族で挑戦！化石発掘体験
日 8月27日（金）の午後1時半、3時～ 
￥ 材料1つにつき250円。別途要入館料

夏野菜の魅力に全集中！！

日 8月21日（土）午前10時半～
会 甲山農地
内 夏野菜の収穫やクイズ（半日）
対 小学生を含む家族
定 15人程度。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、氏名（ふ
りがな）、大人・子供の人数、子供の
年齢、メールアドレス、電話番号を書
き、8月3日（必着）までに神戸女学
院大学人間科学部ESD推進室（〒662
－8505岡田山4－1☎51・8591）

子どものための音楽ラボ
～�ピアノ連弾の楽しみ！

日 8月29日（日）の①午前11時、②午
後2時～
会 市民会館
対 ①3歳児以上、②小学生以上
￥ 1000円。19歳以下500円
定 あり
申・問 アンサンブルくれよん
（20・6573…丹野方）

夏休み親子ガラス工房

日 8月17日（火）～20日（金）の午前10
時～
会 リサイクルプラザ
対 小学生と保護者
定 各日10組。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、希望日、住所、
氏名、子の氏名・学年、電話番号を書
き、8月7日（消印有効）までにリサ
イクルプラザ（〒662－0934 西宮浜
3丁目8☎22・6655）

人形劇定期公演

日 8月21日(土)午後2時～
会 大学交流センター
￥ 100円（未就学児無料）
定 70人。多数の場合抽選
申 8月11日までに市HP
問 文化振興課（35・3425）
HP 37863174

夏だ!元気に!スポーツしよう!

日・内 下表のとおり
会 北夙川体育館 定 各30人。先着順
申 7月29日の①午前9時、②10時か
ら電話でアスレチック・リエゾン・西
宮事務局（73・7581…西宮スポーツ
センター内）
①トライアスロン(スイム&ラン)
日 8月24日(火)午前8時～  内 講師は西内
洋行さん(シドニー/アテネ五輪トライアス
ロン日本代表選手) 対 4・5歳児～小学生 
②5対5バスケットボール
　3対3バスケットボール
日 8月24日(火)午前10時～ 内 講師は西宮
ストークス、EPIC.EXE 対 小学4年生～6
年生

親子でチャレンジ！
愛犬しつけ方教室

日 8月30日（月）の午前10時半、午後
2時～
会 県動物愛護センター（尼崎市）
対 小学4年生～中学生と保護者。飼育

している犬（生後6カ月以上で登録・
狂犬病予防注射および混合ワクチン接
種済み）を伴って参加
定 各8組。多数の場合、不妊処置済み
の犬を飼育している人を優先
申 8月20日までに同センター
（06・6432・4599）

子育て学習グループ
「のびのび」参加者募集

日 9月8日～10月27日の水曜午前9時
50分～。8回シリーズ
会 子育て総合センター
内 子育てする人同士が学び合い、自
主交流を深める
対 平成31年（2019年）3月8日～令
和2年（2020年）3月8日に出生の子
と保護者
定 10組。多数の場合抽選（初参加優先）
申 8月9日までに市HP
問 同センター（39・1521）
HP 36657412

芸　術芸　術
8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
開始日 2日(月)～
会　場 市役所本庁舎1階 札場筋

内　容

書（菅野清峯さん）
※展示替えで
　鑑賞できない
　場合あり

「元気にボーイ 
スカウト！展」
ボーイスカウト
阪神さくら地区作品

奏明会コンサート

日 8月7日(土)午後2時～
会 県立芸術文化センター小ホール
内 兵庫県出身の東京藝大生による、
ピアノ、声楽のクラシック音楽独奏
￥ 2500円他
申・問 同会
（090・8206・2574…伊達方）

講座・講演会講座・講演会
知って得する毎月講座

日 8月11日（水）午後2時～

会 消費生活センター学習室
内 テーマは「家庭でできる省エネの
ポイント」
対 在勤・在学者可 
定 あり
申・問 同センター（69・3157）

普通救命講習会

日 ①8月22日（日）午前9時半～、②9
月1日(水)午前9時半～
会 消防局
定 各10人。先着順
申 ①8月2日、②11日から市HPか専
用電話（38 ・6577）
HP 13098195

インターカレッジ西宮　
大学共同講座（前期）

日・内 いずれも木曜午後6時半～。4
回シリーズ▷9月2日…ここまで進ん
だ心臓手術▷9日…スマート・エイジ
ング どう楽しみながら歳を重ねるか
▷16日…情報・自然・社会環境の激
変と人間関係について▷30日…超ス
マート社会と市民のくらし
会 大学交流センター 
￥ 3000円
定 50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、
8月19日（必着）までに同センター
（〒663－8035北口町1－2－602☎
69・3155）

催　し催　し
酒ミュージアムの展示

日・内 下表のとおり
￥ 500円。小・中学生250円
問 酒ミュージアム（33・0008）
夏季展「竹の魅力　再発見」
日 9月5日(日)までの午前10時～午後5時
（入館は4時半まで）。8月17日～19日、
火曜休館
酒資料室「お酒でのぞくミクロな世界」
笹部さくら資料室「今日から君も桜博士」
日 9月5日(日)ま で と、9月18日(土)～11
月23日(火・祝)の午前10時～午後5時（入
館は4時半まで）。8月17日～19日、火曜
(11月23日を除く)休館。10月18日は展示
替えのため、各展示室のある記念館は休館
（酒蔵館は開館）

◎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

もし被害に遭ってしまったら、すぐ110番通報を

チカンなどの犯罪被害に注意しましょう！
★路上で

★電車内や駅で
被害に遭ったら勇気を出して、周りの人に助けを求めましょう

女性を狙った盗撮被害も発生しています。階段やエスカレーターで
は背後に気をつけ、かばん等でガードするのも効果的です

被害を目撃した人は、被害者の保護や110番通報にご協力を

歩きながら携帯電話を操作するなどの「ながら歩行」は危険です
防犯ブザーや携帯電話をすぐに使用できるように

健康増進課（０７９８・２６・３６６９）問

健康づくりコラム7月

　保健所では、難病患者やその家族の皆さんに、指定難病の医療費助
成・小児慢性特定疾病医療費助成制度や相談窓口などを分かりやすく
紹介したガイドブックを作成しています。保健所や各保健福祉セン
ターで配布しているほか、市のホームページ（ページ番号：50731635、
77815671）からダウンロードできます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大防止・
窓口混雑回避のため、各種申請は郵送での手
続きをおすすめしています。各制度を利用す
るにあたっての、詳しい内容や手続きについ
て、お気軽にお問合せください。

谷口保健師

◆ ◆「小児慢性特定疾病ガイドブック」のご紹介
「難病ガイドブック」

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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午前9時
小・中学生と保護者

(高校生以上）の組み合わせで、2
人～4人（全員市民）で申込を

視線の先にある「キレイ」～オリンピック
とコロナ禍で揺れ動く広告と身体

日・内 下表のとおり 定 あり
申・問 男女共同参画センターウェーブ
（64・9495）託 あり
講座形式（会場とオンラインで実施）
日 8月21日(土)午後2時～ 会 ウェーブ 
指定の動画を鑑賞後に感想をシェア
（オンラインで実施）
日 8月28日(土)午後2時～

展示&ブックフェア「もっと!図書館
活用法～調べる力を身につけよう」

日 8月6日(金)～9月1日(水)の 午 前9
時半～午後7時（土・日曜、祝・休日
は午後6時まで）。月曜休館(8月9日は
開館し、翌日休館)
会・問 中央図書館（33・0189）

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
問 同センター (73・7581)

知って得する！パラスポ体験会
日 8月24日(火)午後1時15分～ 会 北夙川
体育館 対 小学生以上 ￥ 500円 定 30人。
先着順 申 7月29日午前10時から電話で同
センター
夏休みミニバスケットボール教室
日 8月25日（水）～27日（金）。3回シリー
ズ▷午前9時～…初級▷11時～…中級 
会 北夙川体育館 内 西宮ストークスの選手
による指導 対 小学4年生～6年生 
￥ 各級4000円 定 各級30人。先着順 
申 7月29日午前9時から同センターHP 
ハンドボール体験会
日 8月25日（水）～27日（金）の午後1時15
分～ 会 北夙川体育館 対 小学1年生～3年
生 定 30人。多数の場合抽選 申 7月29日
午前9時～8月1日午後5時に同センターHP
野球体験会
日 8月25日（水）～27日（金）の午後3時～
会 北夙川体育館 対 小学1年生～3年生 
定 30人。多数の場合抽選 申 7月29日午
前9時～8月1日午後5時に同センターHP
バレーボール交流ゲーム大会
日 8月25日（水）午後7時～ 会 北夙川体育
館 対 中学生以上の経験者 ￥ 500円 
定 30人。先着順 申 7月29日午前9時から
同センターHP 
室内で！野球しようよ！！
日・会 いずれも日曜午前10時半～▷9月
12日…塩瀬体育館▷19日…流通東体育館 
対 4歳児～小学2年生 ￥ 各500円 定 各
40人。先着順 申 7月30日午前9時から同
センターHP
ウェルネススポーツ（木）
日 9月9日～12月16日の木曜午後7時半～。
14回シリーズ 会 中央体育館 武道場 内 リ
ズム体操ほか ￥ 3420円 定 25人。先着順 
申 7月29日午前10時から電話で同センター

タッチTheサマー・海体験

日 8月15日（日）の午前9時半～午後4
時半
会 新西宮ヨットハーバー
内 モーターボートのショートクルー
ジング体験(30分)
対 3歳以上（17歳以下は保護者同伴）
￥ 1000円。11歳以下500円
定 あり
申・問 同ヨットハーバー（33・0651）

ひょうご西宮アイスアリーナ
招待券プレゼント

内 来年3月末まで有効の無料招待券
（別途要貸し靴代400円）を市民にプ
レゼント
定 500組1000人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書き、8月11日（必着）
までに同アリーナ（〒663－8142鳴
尾浜1丁目16－9☎41・3898）。重複
申込無効
HP 70512490

健康・福祉健康・福祉
献血併行型骨髄バンクドナー
登録会

日 8月11日(水)の午前10時～11時半、
午後1時15分～3時半
会 職員会館
対 18歳～54歳で体重が男性45㌔以
上、女性40㌔以上の健康な人
問 保健総務課（26・3775）

認知症介護者の会「さくら会」
土曜日おしゃべり会

日 8月21日（土）午前10時～
会 総合福祉センター
内 介護に関する相談
対 認知症の人を介護中の人 定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会
（23・1140）

相談ルーム（知的障害者相談
員による相談会）

日・会 いずれも火曜▷8月24日、10
月26日の午前10時～正午…総合福祉
センター▷9月28日、11月16日の午
前10時半～午後0時半…こども未来セ
ンター
問 生活支援課（35・3130）

人事募集人事募集
市立小・中学校等の特別支援教
育支援員(会計年度任用職員A)

日 週5日25時間勤務
対 幼稚園、小・中学校の教員免許所
有者か、公認心理師、臨床心理士、特
別支援教育士のいずれかの資格取得者
￥ 月額11万7700円
定 若干名
申・問 所定の申込書を7月26日～8月
13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 47907123

市の会計年度任用職員B

内 こども未来センターでの相談支援
業務。月・火曜の午前10時45分～午
後7時、水・金曜の午前8時45分～午
後5時。時間は応相談
対 臨床心理士または公認心理師
￥ 日額1万300円
申 履歴書（写真貼付）と登録票、資
格者証の写しを人事課（35・3514）
HP 42735459
※このほか、事務補助等の会計年度任
用職員Bについて登録受付中。詳しく
は市HPで確認を

市立保育所のAM調理員
（会計年度任用職員B）

日 月曜～金曜の午前8時15分～11時
45分
対 給食調理等経験者（調理師免許保
有者が望ましい）
￥ 日額3790円以上
申・問 保育所事業課（35・3906）

市立小・中学校等の介助支援員
(会計年度任用職員B)

内 週5日30時間勤務
対 児童生徒に関わる経験のある人が
望ましい
￥ 日額6300円
申・問 特別支援教育課（35・3897）
HP 57771437
※詳しくは市HPから確認を

西宮市社会福祉協議会の
常勤指導員・加配代替指導員

内 留守家庭児童育成センターでの児
童の生活指導業務など。土曜勤務あり
対 保育士資格または教員免許（幼稚

園・小学校）取得者など
申・問 同協議会（36・7127）

※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（8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。8月のテーマは「お地蔵さんと西宮」。
ゲストティーチャーは市立郷土資料館
館長の俵谷和子さん。放送終了後、市
ＨＰから音声配信あり
HP 54149619

聞いてなるほど！西宮市政
日 木曜午後8時～ 内 市長や市職員がイ
ベントや施策について分かりやすく紹介

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス

8月1日～15日…水難事故防止
について▷16日～31日…熱中
症予防について

　9月23日(木・祝)に、阪神甲子園球場でランニングイベントを開催します。
普段は入ることができない、阪神甲子園球場のグラウンドレベルを走ること
ができるなど、大人気のイベントとなっています。
　参加費無料。定員は各部門60人（多数の場合抽選）。各部門競技開始の1
時間15分前から受付。雨天等でコースや一部内容の変更等の可能性あり。

午前10時半
中学生以上の市民

【競技開始】
【 対 象 】

【競技開始】
【 対 象 】

都市ブランド発信課（0798・35・3331）問

(約2.7㌔ )
甲子園ファミリーラン部門 甲子園エンジョイラン部門

(約1.8㌔ )

「スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会」にぎわい創出イベント

甲子園エンジョイラン甲子園エンジョイラン
みんなで、甲子園を楽しもう！みんなで、甲子園を楽しもう！

申込 8月8日まで。詳細は市のホームページで確認を ＨＰ 67325035

　8月は「人権文化をすすめる県民運
動」の推進強調月間です。今年の「人権
を考える市民のつどい」では、事前収
録した講演動画の視聴会を開催します。

　講師は兵庫県人権啓発協会講師で元
西宮市立小学校校長・助野慎一郎さん。
参加費無料。要申込。
会場で視聴する場合
日 8月20日(金)午後2時～ 会 若竹生活文
化会館 申 ハガキに催し名、氏名、参加人
数、電話番号を書き、8月18日(必着)まで
に人権平和推進課（〒662－8567六湛寺
町10－3）。市HPからも申込可
※手話通訳・要約筆記あり
YouTubeで視聴する場合
日 8月23日(月)午前9時～9月3日(金)午後
2時 申 9月2日までに市HPから

人権平和推進課
（0798・35・3320）問

ひろげよう こころのネットワーク

人権を考える
市民のつどい

動画
講演会

新型コロナウイルスと人権
講演テーマ

79732343ＨＰ

招待
市民
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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）



社会福祉事業団の職員募集

内 下表のとおり 定 若干名
申・問 同事業団（34・2611）
正規職員
内 ホームヘルパー派遣センターにおける
介護業務および事業所運営業務 対 昭和56
年(1981年)4月2日以降に出生した介護福
祉士資格取得者
契約職員
内 居宅介護支援におけるケアマネジメン
ト業務等 対 介護支援専門員登録者

相　談相　談
出張ハローワーク！ひとり親
全力サポートキャンペーン

日 8月6日(金)・12日(木)の午前10時
～午後4時

会 西宮市役所2階252会議室
内 就職、転職、仕事に対する不安・
悩み等の相談
問 ハローワーク西宮(75・6714)

市民のための相続相談サポート

日 8月7日（土）午後1時～
会 市民会館
内 税金、登記、相続全般 
定 あり
申・問 桜風法律事務所（26・0622）

消費生活センター8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
成人式実行委員を募集

内 来年の成人式の企画等を行う実行
委員を募集。1回目の実行委員会は9
月7日に開催予定
対 おおむね17歳～30歳。在勤・在学
者可
定 10人。多数の場合抽選
申 8月16日までに電話で青少年育成
課（35・3797）
HP 75256629

月分 8
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・祝）、
16日（月）～22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
9日（月・休）～15日（日）、
23日（月）～29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
30日（月）～9月5日（日）
中国紹興市交換番組…西宮市の友好都
市・中国紹興市との交換番組を放送
2日（月）～9月5日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

インフォメーションi
information

市から

6月定例市議会が閉会

　6月定例市議会は、市長提出議案20
件を可決するなどして、7月8日に閉
会しました。一般質問の内容など概要
は、8月9・10日に戸別配布する「西
宮市議会だより」に掲載します。
　なお、9月定例市議会は、8月31日
～10月5日の日程で開かれる予定です。
　また、本会議の模様は市議会ホー
ムページの本会議インターネット中継
で見ることができます。
　問合せは議会事務局（0798・35・
3378）へ。

執務室移転のお知らせ

　8月7日（土）に以下の執務室が移転
します。問合せは庁舎管理課（0798・
35・3338）へ。
【執務室・移転先】総務局総務課（情
報公開・公文書担当）…市役所本庁舎
3階▷産業文化局文化スポーツ部文化
振興課・スポーツ推進課、生涯学習部
生涯学習企画課…市役所本庁舎8階

所得税・市県民税の申告書
4月1日以降に提出した人へ

　所得税の確定申告書・市県民税の申
告書を4月1日以降に提出した人は、
申告内容が納税通知書や所得・課税証
明書等に反映できていない場合があり
ます。順次処理を行い、新たに課税ま
たは税額が変更になる人に対しては、
8月以降に変更後の納税通知書等でお
知らせしますので、新たな納税通知書
等が届くまでは送付済みの納付書で納
めてください。
　なお、申告内容を反映した所得・課
税証明書等が早急に必要な人は、市民
税課（0798・35・3202）までお問
い合わせください。

包括外部監査を実施

　市は、外部の専門家（公認会計士等）
の目から自治体の事務を点検する包括
外部監査を実施しています。
　今年度の監査テーマは「環境局の事
務事業について～ SDGsの視点も踏ま

えて」です。監査結果は来年報告され
ます。昨年度までの監査結果は市の
ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
77854267）に掲載しています。問合
せは総務課（0798・35・3533）へ。

令和4年度市立保育所
給食食材納入業者の登録受付

　市は、令和4（2022）年度の「給食
食材納入業者」の登録を受け付けます。
　問合せは保育所事業課（0798・
35・3184）へ。
【対象】市立保育所（23カ所）へ配
送可能な事業所など
【納入品目】野菜、精肉、卵、乳製品
（牛乳を除く）、鮮魚、その他加工食
品（冷凍食品）
【登録方法】7月26日～8月16日に保
育所事業課（市役所本庁舎7階）へ来庁

LINEを利用した行政サービス
再開のお知らせ

　市は、コミュニケーションアプリ
「LINE」を利用して提供する行政サー
ビスのうち、一部のサービスを、個人
情報等の管理上の懸念が報じられたこ
とから停止していました。
　このたび、本市における運用が国か
ら示されたガイドラインの基準を満た
すことが確認できたため、サービスの
提供を順次再開しています。問合せは
広報課（0798・35・3402）へ。

【再開日時】コロナお知らせシステム…
再開済み▷パブリックコメント…7月
26日から意見募集を開始する案件か
ら▷粗大ごみの申込…8月2日午前9時
から

ため池等での水難事故防止

　ため池や用水路等において、子供の
立ち入り等による水難事故が各地で報
告されています。
　特に夏休みは、子供の水遊びへの興
味が増す時期です。事故の発生を防ぐ
ため、子供たちだけでため池や用水路
で遊ばないように呼びかけ、もし遊ん
でいた場合は注意をお願いします。
　 問 合 せ は 農 政 課（0798・34・
8488）へ。

アライグマにご注意

　アライグマの出没により、農作物が
荒らされたり、家屋の侵入などの被害
が発生しています。

　アライグマは一見かわいらしい動物
ですが、本来野生動物であるため凶暴
です。むやみに近づいたり餌を与えた
りしないようにしましょう。
　 被 害 に 遭 っ た 場 合 は、 農 政 課
（0798・34・8490）までご連絡を。
　※アライグマは許可なく飼うこと
も、放すことも、生きたまま移動させ
ることも、法律で禁止されています

市立墓地使用上の注意

　使用している市立墓地の区画内は、
使用者の責任で清掃など適正な管理を
お願いします。ペットは墓地内では放
さず、ふんは必ず持ち帰ってください。
　また、使用者の死亡、遺骨の埋葬、
お墓の工事をするときなどは届け出が
必要です。
　問合せは斎園管理課（0798・35・
3306）へ
　※上鳴尾・上田・中津墓地には、駐
車場はありません。各墓地へは公共交
通機関や各墓地近くのコインパーキン
グ等の利用をお願いします

　▪人権擁護委員を委嘱　委員は、植
村弘巳、岡本宏美、黒木順子、平原マ
サ子、矢野一江（敬称略）。同委員は、
差別や嫌がらせなどの人権問題につい
て相談を受け、問題解決のお手伝いを
するほか、地域への啓発活動も行いま
す。問合せは人権平和推進課（0798・
35・3320）へ

　 ◆8月は食品衛生月間～6つのポイ
ントを守って食中毒の予防を　①生鮮
食品は新鮮なものを選ぶ、②食材は持
ち帰ったらすぐに冷蔵（冷凍）庫に保
管、③手や食材、調理器具は十分に洗
う、④加熱が必要な食品は中心部まで
十分に火を通す、⑤細菌の増殖を防ぐ
ため、料理は作りたてを食べる、⑥残っ
た食品は清潔な容器に入れて冷蔵保存
し、早めに消費する。問合せは食品衛
生課（0798・26・3668）へ

官公署から

小規模企業共済制度のご案内

　国が作った退職金の積立制度です。
月額1000円～7万円まで自由に設定
できる掛け金は、全額所得控除の対象
になります。また、共済金は退職金と
して受け取れるダブルの税制メリット
があります。
　対象は個人事業主、小規模企業の経
営者・共同経営者および役員です。商
工会議所や金融機関等で加入できま
す。問合せは中小企業基盤整備機構共
済相談室（050・5541・7171）へ。

善意の寄託善意の寄託

【6月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、ニッカウヰスキー
西宮工場、竹下みち子、木内静正、匿
名1件＝合計19万3877円　（敬称略）

　市は、以下の素案への意見を募集します。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）します。電話での意見の受付や個別回答は行いません。

①第２次西宮市
　消費者教育推進計画（素案）

②西宮市
　文化財保存活用地域計画（素案）

内容

平成28（2016）年度に策定した消
費者教育推進計画に、社会情勢や消
費者を取り巻く環境の変化を踏まえ
た改定を行うもの

市内に所在する多種多様な文化財や
歴史資産を、地域全体で次世代に継
承するための取組をまとめたもの

担当課消費生活センター（アクタ西宮西館
3階☎0798・69・3156）

文化財課（川添町15－26☎0798・
33・２074）

市HP 81072905 19620284

素案の
配布

7月26日から各担当課、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、図書館等　※HPからもダウンロー
ド可

7月26日～8月25日（②は27日）に各担当課へ郵送（消印有効）か、市のホー
ムページ（下記参照）またはLINEで受付。持参も可

《意見の提出方法》

①市の公式
　LINEを
　友だち登録

②市公式LINEの
　メニューから
  「市民の声・パブリック
　コメント」を選択

LINEでの
提出方法

ここを
選択

←

パブリックコメント 意見募集

令和3年（2021年）7月25日	 （7）

【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)
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日時 会場 定員

８月２１日（土） 午前１０時～ 男女共同参画センター ウェーブ ２０人
午後２時～ 西宮浜義務教育学校 5０人

８月２２日（日） 午前１０時～ 学文公民館 5０人
午後２時～ 山口公民館 3０人

※所要時間は約１時間半程度。感染症拡大防止のため、各家庭１人でご参加ください

学校改革課（0798・35・3800）問

　昨年4月に開校した西宮市初の義務教育学校である、西宮浜義務教育
学校の学校説明会を開催します。ぜひ、ご参加ください。

総合教育センター付属西宮浜義務教育学校総合教育センター付属西宮浜義務教育学校
学校説明会 開催学校説明会 開催

　市内在住で、原則、徒歩または公共交通機
関で通学できる等の条件を満たせば、通学区
域特認校制度により、校区外からも通学する
ことができます。この制度により、現在４1人
が校区外から就学しています。

申込 ８月15日午後5時までに電話で学校改革課。右コード
からも申込可。詳しくは市のホームページで確認を

西宮市コロナ離職者就労支援事業

資格を取得して就職を有利に！

資格取得WEB講座資格取得WEB講座 

◎ファイナンシャルプランナー（FP) 3級
◎日商簿記3級 PCスキル講座（Word）医療事務 ITパスポート
◎秘書検定２級 PCスキル講座（Excel） 登録販売者 介護事務

（★） （★）
（★）

（★）
（★）

◎…開講中の講座　（★）質問等ができるサポート付き講座

本講座はRe:workにしのみやの継続的な就労支援がセット！本講座はRe:workにしのみやの継続的な就労支援がセット！

【講　座】全てオンライン・動画で配信

【対　象】在住・在学中の求職者
　　　　　（事前にRe:workにしのみやへの登録が必要）
【受講料】無料（テキスト代・試験受験料・通信料等は本人負担）
【申　込】来年1月３1日まで（受講期限は３月２０日まで）

　市は、新型コロナの影響を受けた、子育て世帯への生活・教育
支援、困窮している市民や事業者への支援、感染症拡大防止対策
などに活用するための寄附金を受け付けています。問合せは政策
推進課（0798・35・3476）へ。

「新型コロナ対策みやっこ元気寄附金」

※６月30日時点
寄附金の
件数・総額 1519 件 5377万7841円

　市は、就職までをコーディネーターが求職者に寄り添いながら支援す
る「Re:work（りわーく）にしのみや」と連携し、仕事を探している人
が、再就職や転職を有利に進められるよう、資格取得講座を開講します。
問合せはRe:workにしのみや運営事務局へ。
　なお、この事業は「新型コロナ対策みやっこ元気寄附金」の一部を活
用しています。

0798・23・1153
　就労に関する相談から職業紹介まで、年齢を問わず一連の
流れで行う就労支援事業。無料のセミナーや就業実習（有給）
を活用した職業紹介を行い、一人ひとりに合った就職につな
げることを目的とした相談窓口です。

【相談時間】午前10時～午後6時
（月曜～金曜、第２・４土曜。祝・休日を除く）

【住所】松原町２－37（勤労青少年ホーム3階）

就職活動中の人限定！就職活動中の人限定！

　市は、市内で生産された野菜の直売所情報を掲載した「にしのみや野
菜直売所マップ」を発行しました。直売所巡りにぜひご活用ください。

農政課（0798・3４・8４89）問

　販売する野菜は数に限りがあるため、予定より早く販売終了する場合あり。
また、天候などにより作物の販売時期のずれ、農作業で臨時休業する場合あり。

入手方法
西宮市農業応援サイト「あぐりっこ西宮」
（右コード）からダウンロード
農政課（市役所第二庁舎11階）、各直売所でも随時
配布予定。無くなり次第終了

２４カ所の直売所などを
地図と共に掲載

マップの直売所は
野菜を持った「みやたん」の
のぼりやのれんが目印！

ＭＡＰ中
面
（
抜
粋
）

野菜にしのみやにしのみや 直売所ＭＡＰ直売所ＭＡＰ
発行しました！

ＨＰ ２0449751

西宮市
新型コロナワクチン接種
コールセンター

接種場所、接種方法、接種券など
ワクチン接種の具体的な手続きに関する
問い合わせは

【受付時間】9：00～17：30
（土・日曜、祝・休日も受付）

FAX:0798・3２・1030

ﾛｸ ﾆ ﾆ ｷｭｳ ｷｭｳ ｷｭｳ

0120・622・999
! かけ間違いにご注意ください

ワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのないよう、ご理解とご協力をお願いしますワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのないよう、ご理解とご協力をお願いします

　個別医療機関での接種を希望する人は、市のホームペー
ジ内「西宮市新型コロナワクチン接種実施医療機関名簿」
の予約受付方法をご確認の上、各医療機関に直接ご予約を。

12歳～59歳

▪まずはかかりつけ医にご相談ください
▪医療体制やワクチンの供給状況等により、診察を受けたことのない人 
   の予約受付ができない場合があります
▪個別医療機関では、6０歳以上の人や基礎疾患を有する人等優先順位の
　高い人から接種を行っています

個別接種

　国からのワクチン供給量に合わせ、引き続き、集団接種と医療機関にお
ける個別接種を進めています。国からの供給は今後も引き続き行われます
ので、慌てずご予約いただきますようお願いいたします。

7月２0日時点新型コロナワクチン関連情報

　対象は接種券を持っているすべての人です。第5次予約分は
キャンセルが生じた場合のみ、予約が可能です。第6次予約は下
記のとおりです。最新情報は市ホームページ等でご確認ください。

市の集団接種

会場 予約枠数 接種日

市立中央病院
（林田町）

約450人分
８月17日（火）・1８日（水）・1９日（木）・３1日
（火）、９月1日（水）の1３：00～16：00

■ 第6次■ 第6次予予約約　　予約開始は予約開始は７月2８日（水）午前9時７月2８日（水）午前9時からから

「県の大規模接種」の情報は、県HPまたは県コールセンター (078・360・
0101…9：００～1８：００。土・日曜、祝・休日も受付)でご確認を

新型コロナワクチンを接種した人は、以下により接種済であることを示すことができます。

▶医療従事者などが接種券付き予診票を用いて
　接種した場合

→「新型コロナワクチン接種記録書」

▶上記以外で、市が発行した接種券を用いて
　接種した場合

→ 接種券に付属の「新型コロナウイルス
　 ワクチン予防接種済証（臨時）」

　7月２6日（月）から、海外渡航予定がある人を
対象に申請受付を開始します。
　詳しい申請方法や必要書類は、市のホーム
ページでご確認ください。
※当面の間は、現に海外渡航の予定がある人のみが対象

ワクチン接種証明書

県の大規模接種

≪ワクチン接種の証明について≫

接種ワクチンはファイザー社製

接種ワクチンは武田/モデルナ社製

接種ワクチンはファイザー社製

キャンセル待ちシステム
　集団接種会場でのワクチン廃棄を防ぐため「当日分のキャンセ
ル待ちシステム」を導入しています。同システムに登録した人に
は、キャンセルが発生した日の午後に、電話でお知らせします。
　詳しくは市のホームページで確認ください。

の人も

（★）

８月1０日（火）から接種開始

（８）� 令和3年（2021年）7月25日

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
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