
胃がん（内視鏡）検診胃がん（内視鏡）検診

　市と阪急バスは、9月20日（月・祝）・23日（木・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。

※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

【料金】片道650円（小学生以下330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、乗車場所（右表★のい
　　　　ずれか）、下車場所（右表☆のいずれか）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14日頃発送

幼児教育・保育の無償化により、月額2万5700円ま
で無償。ただし、教材費、通園バス代等は無償化の
対象外。詳しくは市のホームページ（ページ番号：
87805753）で確認を

　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（2022年）4月の入園申込を受
け付けます。　※市外局番のないものは≪0798≫

園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町15－14 51・0616
関西学院 岡田山7－54 53・3950
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272
甲子園口 甲子園口4丁目22－9 67・4666
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418
甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610
香櫨園 上葭原町3－31 22・8522
こばと 津門西口町5－9 22・2101
こひつじ 津門呉羽町7－36 23・1950
西光 鳴尾町1丁目16－2 47・1737
松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289
段上 段上町8丁目9－13 51・3509
つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405
仁川学院マリアの園 甲東園2丁目13－9 51・2454
西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017
浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759
阪急 大屋町28－18 66・2015

東山 東山台2丁目8－1 0797・61・
3603

光明 甲子園七番町22－3 47・1585
松秀 千歳町7－10 36・3560
武庫川女子大学附属 池開町10－3 45・3537
睦 高須町1丁目1－5 49・0581
和光 室川町1－4 71・6895

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
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166
仁川 上甲東園2丁目4－43 51・0751
西宮公同 南昭和町10－22 67・4691
花園 上鳴尾町19－19 47・2214
広田 広田町11－27 72・2952
みそら 若松町1－1 72・1388

類型 園名 所在地 電話番号

認定
こども園

いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089
上甲子園 甲子園口2丁目16－31 67・1733
甲東 甲東園1丁目2－15 53・6740

幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・
1551

夙川学院
ソレイユ 神園町2－20 74・6455
むこがわ 松並町9－4 67・3002
安井（※）平松町6－7 34・0607

（※）安井幼稚園は来年度から認定こども園へ移行予定

９月1日から。月曜～金曜（祝日を除く）
の午後2時～４時に各園で配布

幼児教育・保育の無償化により、保育料（利用者負担額）
の支払は無し。ただし、教材費や副食費（おやつ・牛乳等）
などは無償化の対象外

幼児教育・保育の無償化により、保育料（利用者負
担額）の支払は無し。ただし、教材費、通園バス代
等は無償化の対象外。詳しくは市のホームページ
（ページ番号：72９0４９7４）で確認を

１0月１日～6日（２・３日は除く）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
※10月6日までの応募状況を各園で掲示

園名 所在地 電話番号 定員（※１）（※3）
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
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26－24 0797・
84・9464 30 35

　市内の私立幼稚園等では、子育て中の人を支援す
るため、園庭開放などさまざまな取組を行っています。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、取組は
各園によって異なりますので、実施の有無や詳細は
各私立幼稚園等（上記参照）に確認してください。

5歳児の定員は、今年度4歳児からの進級組を含む（※1）
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あり

（※2）

来年度以降、保育所等待機児童の多いエリアの市立幼稚
園（夙川・越木岩・高木幼稚園）で、上記4歳児募集定員
とは別に、保育を必要とする小規模保育施設卒園児の受
け入れを開始します

（※3）

問 ＊市立幼稚園 学事課（0798・35・3850）
＊私立幼稚園 各園 ＝下記参照、保育入所課（0798・35・3160）

新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園市立幼稚園 

申込
10/1～

平成28年（2016年）４月2日～30年（2018
年）４月1日出生の市内に住民登録のある幼児

新制度に移行していない私立幼稚園 

願書の配布

来年来年44月入園月入園

幼稚園幼稚園のの園児募集園児募集

保育料等

保育料等 保育料等
申込

※認定こども園を保育所として利用する場合は市に申込
１0月１日から受付（詳しくは各園に問合せを） ９月1日から各園で配布申込 願書の配布

対象

令和３年（2021年）8月25日	 （3）

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。 問合せは交通政策課（0798・35・3527）へ

墓参バスの利用者募集9/20・23
2日間

受講者
募集 宮水学園マスター講座宮水学園マスター講座

問 地域学習推進課（0798・35・5165）

申込は、ハガキに希望コース（第2希望まで）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書き、9月13日（必着）までに
地域学習推進課（〒662－0911池田町11－1）へ

こ
ち
ら
か
ら
も

申
込
可

　市は、西宮市生涯学習大学「宮水学園」マスター講座（後期）の受講者を
募集します。募集案内は地域学習推進課（フレンテ西宮4階）、市役所本庁
舎1階総合案内所横、各支所・公民館・図書館などで配布しているほか、
市のホームページからもダウンロードできます。

日程
（各コース10回） 会場 テーマ 募集

人数
10月～来年3月の
月曜午前10時半～

フレンテ西宮
学習室

エピソードで綴(つづ)る人物史～
日本に影響を与えた歴史上の人々 39人

10月～来年2月の
火曜午前10時半～ 大学交流センター あっと驚く民俗学！

伝承で読み解く日本列島 50人

※申込多数の場合抽選。原則、1人1コースのみ受講可。定員に達しない場合は複数コー
　スの受講可

【対　象】令和3年（2021年）10月1日時点で60歳以上
【受講料】各コース7500円

ＨＰ 75336394問 健康増進課（0798・35・3127）

　市は、10月から胃がん（内視鏡）検診を開始します。
　令和3（2021）年度の検診期間は3月15日までです。今年度、市が実
施する胃がん（バリウム）検診を受診していない人は、ぜひご利用くだ
さい。なお、市の検診では鎮痛薬・鎮静薬は使用しません。

【対象】50歳以上で、来年3月末時点で偶数年齢の人
※現在胃疾患で受療・経過観察中の人（ピロリ菌除菌中の人を含む） は、
　かかりつけ医に相談の上受診を
※同一年度に受診できる胃がん検診は「バリウム」か「内視鏡」の1つ

【料金】3800円
【実施場所】�市内の委託医療機関（9月1日公表。市のホームページに掲載） 

※ホームページを見られない人は健康増進課へ問合せを

10月から
開始

ＨＰ 98966487

詳
し
く
は

こ
ち
ら
か
ら

【令和3年度�受診券申込期間】…9月１日～来年2月28日

受診を希望する人は、健康増進課へ受診券の申込
が必要です。受診券は1週間程度で発行されます
※受診券は市のホームページからも申込可

申 

込


