
教育支援センター「あすなろ学級」を拡充

保護者の皆さんへ

お気軽にご相談ください

　「あすなろ学級」は、市立小・中・義務教育学校に在
籍する不登校の児童生徒を対象に、社会的自立のための
支援を行う教室です。
　学校や保護者と連絡を取り合いながら、通級する児童
生徒をサポートし、日々の学習活動を通して、生きる力
を育むための活動を実施しています。
　入級を希望する場合は、在籍の学校にご相談ください。

　不登校の子供の数は、年々増えています。不登校はさまざまな要因で、
どの子にも起こり得ることと考えられており、特別なことではありませ
ん。支援にあたっては、学校・家庭・社会が当事者に寄り添う体制を大
切にし、登校という結果のみを目標にするのでなく、社会的に自立する
ことを目指しています。
　今回は市の施設である「あすなろ学級」を中心に紹介しますが、他に
もさまざまな支援の形があります。不登校の子や周りの人は悩みを抱え
込まず、気軽に学校等にご相談ください。

※具体的な相談の場合は、まず各所属学校へお願いします
問 学校保健安全課（0798・35・3884）

　不登校は、それぞれ事情が異なり理由が分からない場合が多いです。
まずは子供の状況を受け止め、今後の対策を考えていきましょう。
　小・中・義務教育学校では、担任や養護教諭のほか、
スクールカウンセラーにも相談できます。
　学校以外でも、こども未来センター (0798・65・
1881)で、18歳までの子供に関する相談に応じています。
ぜひご利用ください。
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　不登校児童生徒を支援する施設は、あすなろ学級だけ
ではありません。
　市が作成した「不登校児童生徒を支援する民間施設に
関するガイドライン」では、県立施設や民間施設を紹介
しています。
　市のホームページで公開しているので、ぜひご覧くだ
さい。
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あすなろ学級だけじゃありません！

県・民間の支援施設も

　不登校について、今回、支援の施設として「あすなろ学級」の紹介をさせていただいています。
　右上に記載のある「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン」に示すように、他にも子供たちの「居
場所」となる施設は多くあります。お互いに連携しながら、子供たちの社会的自立に取り組んでまいります。

重松教育長

校区関係なく、本人にあわせた学級に通えます
集団での生活に段階的に慣れていきたい人は「少人数制」、
学校に近い環境で学びたい人は「学級制」の学級を選択できます

【学習形態】少人数制
【開級時間】半日制
月曜～木曜
午前の部…  9:30～11:30
午後の部…13:00～15:00

【学習形態】学級制
【開級時間】一日制
月曜～木曜
9：15～14：15　

【学習形態】学級制
【開級時間】半日制
月・火・木・金曜　
午前の部…  9:30～11:30
午後の部…13:10～15:10

【学習形態】少人数制
【開級時間】半日制
水・木曜
13:00～15:00

今年4月開設 今年4月開設 今年8月末開
設予定

みらい なるおきた かわらぎ しおせ やまぐち
高畑町 花園町 中島町 名塩新町 山口町上山口

【学習形態】学級制
【開級時間】半日制
月曜～木曜
午前の部…  9:30～11:30
午後の部…13:00～15:00

緊急事態宣言発令中！　不要不急の外出自粛、感染リスクの高い行動の回避をお願いします

授業の様子 課外活動の様子

不登校児童生徒への支援事業を紹介

大丈夫、ひとりじゃないよ

教科学習、自主学習、

スポーツ、交流活動など

さまざま活動を行います

■ キーワード　不登校
文部科学省は不登校の定義を「何らかの心理的、
情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、
登校しない、あるいはしたくともできない状況に
あるために年間30日以上欠席したもののうち、
病気や経済的理由を除いたもの」としています

新型コロナウイルス関連情報は８面に掲載
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振り込め詐欺などの被害を抑止振り込め詐欺などの被害を抑止

通話録音装置通話録音装置をを無償無償で貸し出しで貸し出し

申込期間
9/6～16

（2）� 令和３年（2021年）8月25日

西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

　市は、普通市営住宅の入居者を募集します。募集数は39戸＝下記参照。
申込資格など詳しくは、9月6日から配布する申込案内書をご覧ください。
なお、次回の募集は来年１月の予定です。

【申込】申込案内書に添付している申込書（１世帯１通）を西宮市営住
　　　　宅管理センターへ郵送（9月１6日までの消印があり、かつ2１
　　　　日までの必着分が有効）を。重複申込無効

【配布場所】西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）、住宅入居・家賃課（市
　　　　　　役所南館１階）、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・分室、アクタ西宮ステーション、若竹生活文化会館

市営住宅市営住宅  のの  入居者入居者募集募集

普通市営住宅 計39戸（高齢・障害者等の一部優先枠あり）
高須町１丁目（うちシルバー住宅２戸）、獅子ケ口町、六軒町、弓場町、東町１
丁目、東町２丁目、今津久寿川町、西宮浜４丁目、小松北町１丁目、上ケ原七番町、
甲子園口６丁目、上ケ原十番町、樋ノ口町２丁目、田近野町、山口町、上田東町、
神原、上ケ原八番町

　市は、来年4月採用予定の職員（有資格者）を募集します＝下表参照。
　募集要項・申込書は、8月25日から人事課（市役所本庁舎5階）で配布
するほか、市のホームページからもダウンロードできます。
　※１次試験は１0月3日（日）
【申込】�8月25日～9月１7日に、申込書など必要書類を人事課へ持参か郵

送（消印有効）を

問 人事課（0798・35・3549）

職種・定員 対象者　※学歴は問いません 基本給月額

事務D 社会福祉
若干名

平成元年（１989年）４月２日以降に出生の、
社会福祉士資格または精神保健福祉士資
格取得者

２１万57４0円
（２２歳大学卒の場合）

※基本給月額は令和３年（２0２１年）４月１日現在の額。経歴、給与改定などによ
　り異なる場合あり。また、別途諸手当あり

来年４月
採用予定 市職員を募集を募集 事務Ｄ（有資格者）事務Ｄ（有資格者）

ＨＰ 99970120

消費生活センター（0798・69・3157）

　近年、高齢者を狙った振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺、悪
質商法の被害が増加しています。
　市は、これらの被害から市民の財産を守るため、通話録音装置を無償
で貸し出します。この装置は電話機につなぐことで、警告メッセージが
流れ、通話を自動で録音することができます。
【対象】65歳以上で以下のいずれかに該当する世帯
　　　　▷高齢者のみの世帯▷日中に高齢者のみとなる世帯
　　　　※過去に当該装置の貸与を受けた世帯は対象外

【内容】貸出台数は60台（予定数に達し次第終了）。貸出期間は１年
【備考】黒電話やビジネスフォンには設置不可。緊急通報システムとの併

用不可
　　　　※市では機器の設置は行いません
【申込】所定の申請書を消費生活センター（アクタ西宮西館3階）へ
　　　　※�申請書は消費生活センター、市役所本庁舎１階総合案内所、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。
市のホームページからもダウンロード可

ＨＰ 25229198

（※１）浜甲子園保育所は来年２月中旬に新園舎（枝川町１7－４３）に移転予定　（※２）津門保育所は来年３月末に仮設園舎（津門呉羽町１7番）に移転予定

保育所等で実施 地域子育て支援事業

私立保育所・幼保連携型認定こども園  

施設名 所在地 電話番号
幸和園 中須佐町３－３６ 36・4850
南幸和園 池田町9－６NKビル 22・3669
一麦保育園 高木東町３0－３ 67・2775
月影保育所 広田町６－３0 72・5731
パドマ・
ナーサリースクール 高須町２丁目１－４7 48・5700

マーヤこども園 末広町１－３ 36・3220
船坂保育園 山口町船坂57２ 078・904・3773
やまよし
Kids garden

山口町下山口４丁目
7－３１ 078・904・0757

名塩保育園 名塩１丁目２0－１5 0797・61・0754
聖和乳幼児
保育センター 門戸西町１－４６ 53・2656

甲子園子ども学舎 甲子園浦風町9－5 45・2232
段上保育園 段上町２丁目１0－１9 52・7979
ちどり保育園 今津真砂町１－5 41・2510
なぎさ保育園 西宮浜４丁目１３－３ 33・6920
新甲東保育園 門戸東町３－１5 57・5235
なでしこ保育園 荒木町１６－３7 66・7678
安井保育園 安井町４－１5 34・6677
夙川さくらんぼ保育園 羽衣町7－３0－２08 31・6155
西宮ＹＭＣＡ保育園 神楽町5－２３ 35・5992
あんず保育園 甲東園２丁目６－5 53・7512
ひかり保育園 上大市４丁目１２－３ 52・9081
みどり園保育所 今津山中町１２－２8 22・1376
みどり園保育所
あやは 津門綾羽町６－１0 42・7091

施設名 所在地 電話番号

東山ぽぽこども園 東山台１丁目１0６－２ 0797・
63・1332

東山ぽぽこども園
分園 東山台１丁目１１－１ 0797・

91・2242
夙川宝
プリスクール 鷲林寺２丁目３－２ 72・7234

ゆめっこ保育園 石在町１６－２5 35・2758
ゆめっこ
わかば保育園 久保町9－２5 33・1616

ニコニコ桜保育園 南郷町8－１２ 75・0024
ニコニコ桜夙水園 結善町１－２8 75・0024
西宮夢 南甲子園１丁目１0－１5 45・9614
西北夢 長田町４－8 65・9614
つぼみの子保育園 林田町8－４２ 66・6670
めばえの子保育園 市庭町9－１２ 22・1666
武庫川女子大学
附属保育園 鳴尾町４丁目１４－２9 44・3025

かえで保育園 浜町２－１１ 32・2713
きりん園 段上町8丁目9－１３ 57・3789
善照マイトレーヤ
認定こども園 郷免町１－１２ 26・1765

西宮つとがわ
ＹＭＣＡ保育園 津門川町２－１４ 26・1016

のぞみ夢 樋之池町４－２１ 71・9614
夙川夢 北名次町１5－２7 73・9614
つぼみ夢 南越木岩町１0－１5－２F 74・9614
まつぼっくり保育園 甲子園口６丁目１－３６ 68・1010
西宮セリジェ保育園 戸崎町４－１２ 39・7863

施設名 所在地 電話番号
津門（※２） 津門稲荷町5－２３ 35・6204
瓦木みのり 甲子園口5丁目１5－４ 65・4400
甲東北 仁川町４丁目３－１0 52・8412
北夙川 南越木岩町8－8 72・3711
今津南 今津出在家町１0－６ 23・5011
上之町 上之町２４－４４ 64・0053

施設名 所在地 電話番号
鳴尾北 戸崎町１－70 65・1022
高須東 高須町１丁目１－３9 49・5643
大社 神垣町7－３２ 73・4703
高須西 高須町２丁目１－４６ 48・2840
芦原むつみ 芦原町7－7 66・0505

施設名 所在地 電話番号
朝日愛児館 与古道町4－3１ 22・6901
小松朝日 小松北町１丁目7ー9 41・0618
建石 川添町１0－３ 22・4468
鳴尾 笠屋町１9－１ 41・0754
芦原 神明町7－１8 67・3577
学文殿 学文殿町１丁目６－２２ 41・1083

施設名 所在地 電話番号
用海 石在町１0－２２ 33・0757
浜甲子園（※１）枝川町１２－8 41・0086
瓦木北 大屋町１３－8 67・4050
今津文協 今津水波町１１－２６ 22・3320
鳴尾東 上田東町４－１２0 47・3062
浜脇 浜脇町３－１３ 35・2358

各保育所等の開所時間に合わせて、電話による子育て相談を随時実施しています。

スマイル子育て相談（乳幼児の生活や遊び・子育てに関する電話相談）を、月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前１0時～午後4時に実施しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談のみ実施しています。　

施設名 所在地 電話番号
マザーシップ
西宮北口こども園 中島町１7－１６ 81・3715

日野の森こども園 日野町１8－7１ 64・7560
西北セリジェ保育園 高畑町１－４7 64・5514
夙川さくら保育園 千歳町４－１9 23・1211
安井ゆりの花
保育園 平松町7－２8 38・0738

やまと保育園 大屋町２8－8 67・4089
コペル保育園 上鳴尾町３－１１ 49・8777
ニコニコ桜
今津灯保育園 今津水波町9－8 22・0034

日野ひかりの森
こども園 日野町１8－４３ 67・3131

西宮北口
こどもの園 高松町5－１9 64・0800

大社幸和園 柳本町9－２5 73・5570
越水幸和園 越水町7－7 74・5888
高須の森 高須町１丁目１－２0 45・5750
夙川あすなろ
保育園 松園町１0－２１ 32・8811

上甲子園保育園 上甲子園5丁目４－１ 32・0234
西宮本町
つきの保育園 本町１１－１5 34・1123

鈴ノ音つばさ保育園 松籟荘２－7 51・0283
西宮さんしょ保育園 産所町9－１0 61・5767
生瀬ぽぽこども園 生瀬町２丁目３－１６ 0797・

91・2360
夙川学院ソレイユ
認定こども園 神園町２－２0 74・6455

市立保育所 

　市内の保育所等では例年、子育て中の皆さんを支援するため、地域子
育て支援事業（子育て相談、園庭開放、体験保育など）を実施しています。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、園庭開放や体験保育

の実施を見合わせている場合があります。実施状況など、詳しくは各保
育所等にご確認ください。

ＨＰ 89722415

※市外局番のないものは≪0798≫

※市外局番のないものは≪0798≫

問

問



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



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（9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 9月（一部10月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

1日（水）・9日（木）・16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

10月7日（木）・13日（水）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

山口
対象は令和3年12月～4年4月出産予
定の妊婦。定員8人。申込は8月30日か
ら9月30日まで

10月13日（水）・20日（水）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

中央
対象は令和3年12月～4年2月出産予
定の初妊婦。定員24人。申込は9月8
日から

10月18日（月）・25日（月）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

北口
対象は令和3年12月～4年2月出産予
定の初妊婦。定員24人。申込は9月8
日から

はじめての
離乳食講座 17日（金）10：30～11：30 中央 対象は令和3年3・4月出生の第1子と保

護者。定員28人。申込は8月31日から

離乳食講座 14日（火）10：30～11：30 北口
対象は令和2年8月～12月出生の第1
子と保護者。定員24人。申込は8月
30日から

ぜん息・
アレルギー相談 21日（火）14：00～15：30 鳴尾 医師などによる相談。

対象は中学生以下の子

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5月出生▷10か月児健診…令和2年11月出生
▷1歳6か月児健診…令和2年2月出生▷3歳児健診…平成30年4月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 22日（水）14：00～15：30 鳴尾 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

7日（火）10：00～12：00
塩瀬

栄養士による相談
22日（水）13：00～15：00

10日（金）10：00～12：00
山口

28日（火）13：00～15：00

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

14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

17日（金）13：10～14：00 北口

30日（木）13：20～14：00 中央

30日（木）13：20～14：00 鳴尾

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

10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
詳細は下記の各種健康診査・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

胃がん(内視鏡)検診、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。記載なし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9月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※9月の空き区分は受付中
申込は各会場へ。

➡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 10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 10月（一部11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）

塩瀬公民館 11月9日(火)9：00～11：30 兵庫県健康財団（078・793・9333）
…9月17日 ～10月5日（ 土・日 曜、
祝・休日を除く）の9：00～17：00山口保健福祉センター 11月9日(火)14：00～16：30

会場 10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 18日(月)・25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

山口保健福祉センター
24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）
…9月9日～16日（土・日曜、祝・休日
を除く）の9：00～17：00

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）

JR西宮名塩駅前…9月26日（日）9：30～12：00、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）

（※）

（※）

( )

胃がん（内視鏡）検診
50歳以上の偶数歳。〔個  3800円〕個別
検診のみ。詳しくは本紙3面に掲載

▪

※胃がん検診は同一年度に一つのみ受診可

 要受診券 

みやっ子
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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
�育児サークルぞうさん�体験会

日 9月７・１４・２１日。いずれも火曜
午前１0時半～
会 大社公民館
内 親子で体操、工作遊びなど
対 １歳～４歳の子と保護者
￥ 各日１人１00円 
定 あり
申・問 同サークル（090・5２56・3２86
…木村方）

�走り方教室

日・対 9月１２日（日） ▽ 午前9時半～…
小学１年生～3年生 ▽１0時４5分～…小
学４年生～6年生
会 県立総合体育館
￥ 各１000円 定 あり
申・問 同体育館（４3・１１４3）

人形劇定期公演

日 9月１8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 9月8日までに市HP
問 文化振興課（35・3４２5）
HP 3７863１７４

コッキリの会�あきのつどい

日・内 ①１0月9日（土）午前１１時～…
チャンゴ演奏など▷②２3日（土）午後２
時～…有識者の話を聞く
会 ①若竹生活文化会館、②武庫川河
川敷山手大橋付近
対 コリアンルーツを中心に外国ルー
ツを持つ子と保護者やその友人
定 あり
申・問 西宮在日外国人児童生徒保護者
の会（090・8２0１・68７9…ク方、夜）

西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり
申 ハガキに催し名、②は希望の部、
住所、参加者全員の氏名・年齢、電話
番号を書き、9月１3日（必着）までに
同館（〒66２－093４西宮浜４丁目１3
－４☎3７・0４85）

①甲子園浜の生きものウォッチング
日 9月20日（月・祝）午後1時～ 
会 甲子園浜自然環境センターなど 
対 小学生以上（小学生は保護者同伴） 
￥ 100円 
定 20人。多数の場合抽選  
②貝を使ったサンドグラス作り
日 9月26日（日）の午前10時半～、午後2
時～ 
会 西宮市貝類館 
対 未就学児は保護者同伴 
￥ 材料1つにつき５00円。別途要入館料
定 各回８組。多数の場合抽選

芸　術芸　術
名画鑑賞会
「心の傷を癒すということ」

日 9月１７日（金）の午前１0時半、午後
２時～
会 アミティ・ベイコムホール
￥・定 あり
問 文化振興財団（33・3１１１）
※詳しくは同団HP

にしのみやオペラ
「支配人は見た！」

日 １２月5日（日）午後3時～
会 アミティ・ベイコムホール
内 「劇場支配人」、「ティレジアスの乳
房」の上演
￥・定 あり
問 文化振興財団（33・3１１１）
※チケットは8月２７日午前１0時から
市民会館で販売。詳しくは同団HP

９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

洋画
（前田隆昭さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

かえで保育園
「ときめき！おも
いっきり！」
幸和園・南幸和園

「みんな だいすき」

貴志康一がひらいた世界
～レクチャー・コンサート

日 9月１9日（日）午後２時～
会 白鷹禄水苑 宮水ホール
￥ ２800円他
定 あり
申・問 ミジカムジカ事務局
（090・986２・65１0…上念方）

中国現代劇「わが家の客」

日 9月２5日（土）午後3時～
会 県立芸術文化センター中ホール
￥ ４000円他
定 あり
申・問 劇団道化座（0７8・803・２４58)

講座・講演会講座・講演会
相続対策セミナー・相談会

日 9月４日（土）午後１時半～
会 市民会館
内 テーマは「相続対策！ライフプラ
ンと3つの勘どころ。」
定 あり
申・問 ウィズ法務司法書士事務所
（２２・２２50）

わかたけ人権講演会

日 9月２9日(水)午後１時半～
会 若竹生活文化会館
内 テーマは「おじいちゃんは丹波杜氏」
対 在勤・在学者可 
定 ２0人。先着順
申 9月3日午前9時から電話で同館
（6７・７１７１）
託 あり

大学共通単位講座（後期）
市民聴講
日・内 下表のとおり。9月２４日開講。
各１5回シリーズ 
会 大学交流センター
対 高校卒業、またはそれと同等以上
の学力がある人。在勤者可 
￥  各5000円
定 各5人。多数の場合抽選
申  所定の願書と必要書類を9月3日～
１0日（必着）に同センター（69・3１55
…月曜休館）へ郵送。持参も可
※願書は同センター等で配布
曜日・時間 科目名

火曜17：５0～ 楽しく学ぶ身近なサイエンス
水曜10：５0～ 建築デザインを考える
水曜1５：30～ イギリスの視覚文化
水曜17：５0～ 教養のための生命科学

木曜17：５0～ 身の回りの現象を「Butsuri」
する．

金曜10:５0～
ビジネス活動とキャリアデ
ザイン：仕事の実態と働き方
を考える

金曜1５:30～ 色と暮らしのデザイン～色
彩心理学の世界

金曜17:５0～ 抗微生物効果を示す食品の
機能性

土曜（集中）
13:30～
1５:10～

ソマティクス入門：動きとダ
ンス

普通救命講習会

日 9月１9日（日）午前9時半～
会 消防局 
定 １0人。先着順
申 8月30日から市HPか救急課
（38・65７７）
HP １3098１95

発達障害とお薬の向き合い方

日 9月１9日（日）午前１0時～
会 市民交流センター 
￥・定 あり
申・問 こころ・からだ研究所（７0・４４8７)
※詳しくは同研究所HP

家庭教育講演会「コロナ禍に
おける子供たちへの影響」

日 9月２２日(水)午前１0時～
内 オンライン（Cisco Webex）で実施
定 １000人。先着順
申 9月6日午前9時から市HP
問 地域学校協働課（35・3868）
HP ４７3890２9

◎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

子供を事故や犯罪から守りましょう！

▷知らない人について「いか」ない！

　もうすぐ子供たちの夏休みが終わり、新学期を迎えます。
家庭で防犯意識の再確認を行うとともに、地域での見守り活動に
より、子供を事件や事故から守りましょう！

▷知らない人の車に「の」らない！
▷「お」おごえを出す！
▷「す」ぐ逃げる！
▷何かあったらすぐ「し」らせる！

!

防犯標語 いかのおすし 防犯教室や学校などで習う
防犯標語です！
改めて確認しましょう

健康増進課（０７９８・２６・３１６０）問

健康づくりコラム8月

　新型コロナによる自粛生活や環境の変化が続き、眉間にしわが寄っ
ていませんか？笑いは自律神経や脳内伝達物質に良い影響を与え、体
内のバランスを整え、免疫力をアップさせます。また、自分だけでな
く周りの人も明るくする効果があります。
　もし、心の不調や悩み、生きづらさを感じた時
は一人で抱えないでください。誰かに話すことは、
気持ちの整理や発散等の効果があります。
　保健所では「みやっここころのサポートダイヤル
☎０７９８・３５・５０８２…月・水・金曜の午後１時半～４
時半（祝・休日は休み）」を開設し、臨床心理士等がお
話を伺っています。ぜひ、ご活用ください。

◆ ◆鏡の前でニッコリ笑顔！
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インターカレッジ西宮
美術・歴史学レクチャー

日・内 いずれも木曜午後１時半～。２
回シリーズ▷１0月１４日…情報科学の
応用▷２１日…文化財保存修復
会 大学交流センター 
¥  １500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２5日～9月30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
市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
北口図書館（6９・3151）
展示&ブックフェア
「西宮の日本遺産～下り酒と樽廻船
を知る」
日 9月3日（金）～10月6日（水）までの午
前9時～午後８時（土・日曜、祝・休日は
6時まで)
北部図書館（33・018９…中央図書館）
いのちとこころ関連図書展示フェア
日 9月８日（水）～10月５日(火)の午前9時
半～午後6時

※いずれも月曜（9月20日を除く）と9月
21日休館

であい市門戸厄神

日 9月5日（日）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）

�男女共同参画センター�
ウェーブの催し

日・内 下表のとおり 
定 あり 
申・問 ウェーブ（6４・9４95）
託 あり
託児付上映会「世界で一番しあわせな食堂」
日 9月24日（金）の午前10時、午後6時～
子連れで「離婚」を考えたとき
日・内 いずれも午前10時～▷9月27日（月）
…離婚に必要な準備と手続き▷29日（水）
…住居はどうする～売る・借りる▷10月7
日（木）…離婚とお金～保険・年金・教育
費・支援制度 対 女性

「えびすかき」がやって来た！

日 １0月２日（土）午後２時～
会 六英堂（西宮神社内）
内 えびすかきや傘回し、獅子舞の上演

定 ４0人。多数の場合抽選
申 9月１７日までに阪神南県民セン
ター HP
問 同センター（06・6４8１・４5４２）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
市民ファミリーハイキング

日 9月１6日（木）の午後１時半（全行程
徒歩）か、午後１時４5分（一部電車移
動）にJR塩屋駅前南口に集合。雨天中
止
内 旧グッゲンハイム邸、須磨寺（神
戸市）など約5㌔
定 各２5人。先着順
申 8月２７日午前１0時から市HP
問 能登運動場（７４・3４７２）
HP 8２9７3908

西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり 
Let'ｓスポーツ～球技に挑戦
日 9月9・16・30日のいずれも木曜正午～
会 北夙川体育館 内 クォーターテニスなど 
定 2５人。先着順 申 ８月30日午前10時か
ら同館（70・2222）
はじめての野球
日 9月16日（木）、30日（木）の午後4時～ 
会 塩瀬体育館 対 4歳児～小学2年生 
定 各2５人。先着順 申 ８月30日午前10時
から同館（0797・62・2５6５）
えほんとたいそう
日 9月1８日(土）、2５日（土）の▷午前9時
半～…2・3歳児▷10時4５分～…4・５歳
児 会 中央体育館武道場 内 絵本の読み聞
かせ、ボール遊び等 ￥ 各日５00円 定 各
日1５組。先着順 申 ８月30日午前9時から
同センター HP 問 同センター（73・7５８1）
コッシーとサッカー3
日 9月1８日(土)、26日(日)、10月9日(土)、
16日(土)、23日(土)の 午 前11時1５分 ～ 
会 中央体育館多目的グラウンド
内 サッカーの指導 対 小学生以上 
定 各５0人。先着順 申 ８月30日午前10時
から電話で同センター（73・7５８1）
※上記以外の催しは同センター HPで確認を

グラウンド・ゴルフ大会

日 １0月２２日（金）午前9時４0分～。雨
天の場合１１月４日（木）
会 中央運動公園陸上競技場
対 60歳以上。１チーム5人で参加を
￥ １チーム２500円
定 １0チーム。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、チーム名、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号（代表者に○印を）を書き、9月
１5日（消印有効）までに西宮市老人
クラブ連合会（〒66２－09１3染殿町
8－１７☎3４・333４）

鳴尾体育館の催し

日・内 いずれも9月１8日（土）▷①午前9
時、午後１時半～…アスリートと楽しもう
♪バレーボール教室▷②午後0時１5分～
…中学生のためのカラダ作りセミナー
対 ①中学１年生～3年生、②中学生以上
定 あり
申 市HP 問 同館（４6・１333）
HP 8４４005１４

健康・福祉健康・福祉
読話と手話の講習会

日 9月１１日～１１月6日の土曜午前１0
時～。8回シリーズ
会 勤労会館
対 中途失聴・難聴者とその家族など。
在勤・在学者可
定 １0人。多数の場合は難聴者・初参
加者優先
申 9月6日までに西宮市身体障害者連
合会（２２・２9７3…FAX兼用）

人事募集人事募集
マイナンバーカード関連業務
（会計年度任用職員B）

内 １0月以降の土・日曜（週１日）の午
前9時～午後5時４5分
￥ 日額8２30円
申 履歴書（写真貼付）と登録票を人事
課（市役所本庁舎5階☎35・35１４）
へ持参か郵送
HP 9008２6１3
※このほか、事務補助等の会計年度任用
職員Bも登録受付中（HP ４２７35４59）

市立幼稚園の保育支援員登録
（会計年度任用職員B）

日 保育実施日に週5日２8時間勤務
対 教員免許状等資格取得者、保育補
助経験者が望ましい
￥ 6時間勤務…日額6300円、４時間
勤務…日額４２00円
問 特別支援教育課（35・389７）
HP ７0４30４39

代替調理員（学校給食）登録

日 給食実施日のうち、学校から要請
のある日の午前8時半～午後3時半
￥ 日額７800円
申� 履歴書（写真貼付）を教育人事課（市
役所東館8階☎35・383４）

教育委員会の用務員
（会計年度任用職員B）

内 学校開校日等のうち週４日。１日７時
間30分勤務
￥ 日額8４４0円
申 履歴書（写真貼付）と登録票を教育
人事課（市役所東館8階☎35・383４）

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 9月１２日（日）の午後１時～5時（受
付は４時半まで）
会 職員会館
問 保育所事業課（35・3906）
※履歴書（写真貼付）、保育士証の写
しの持参を

市立保育所の職員
（会計年度任用職員）

内 下表のとおり 
申・問 保育所事業課（35・3906）
保育士（要保育士登録）

内 月曜～金曜の午前８時2５分～午後4時
５５分（早出・遅出勤務あり）
￥ 月額19万1８20円以上 
HP 2５５6８８61
※詳細は市HP。週3日勤務も募集中

パート職員（要保育士登録）

内 月曜～土曜の午前7時1５分～10時半の
うち2時間半▷月曜～金曜の午後3時～7時
のうち3時間▷土曜の正午～午後7時のう
ち6時間 
￥ 1時間126５円 
HP 94５64109
※詳細は市HP。週3日勤務も募集中

AM調理員

内 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

月分 9
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）
6日（月）～12日（日）、20日（月・祝）～
26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
13日（月）～1９日（日）、27日（月）～10月
3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
6日（月）～10月3日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

（6）	 令和3年（2021年）8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）



相　談相　談
助産師による妊産婦さんと乳
児の子育て相談

日 9月１１日(土)の午前9時～１１時、
２２日(水)の午前１0時～正午
内 オンライン（Zoom）か電話による相談
申 西宮市助産師会HP
問 同会(090・１１58・７0７5…森田方)

消費生活センター９月の相談会

日 １４日（火）・２8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
市立小・中学校等の
「学びの指導員」募集（登録）

内 小・中・義務教育学校、特別支援
学校での授業中・放課後学習の指導補
助、ICT機器を活用した学習支援など
対 ２0歳以上で次のいずれかを満たす

人▷教員免許取得者（取得見込み可）
▷学校での学習指導員の経験者
￥�� １時間１000円 申 市HP
問 学校教育課（35・3859）
HP ７008７950

長寿動物表彰

内 表彰状の授与　※表彰式・写真展
示は中止
対 9月30日時点で、１8歳以上の猫、
１７歳以上の小・中型犬、１４歳以上の
大型犬(２5㌔以上)
申 9月30日までに西宮市開業獣医師
会所属の動物病院へ
問 動物管理センター（8１・１２２0）

国際ソロプチミスト西宮の
奨学金制度

対 次の全てを満たす女性▷家族に対
して主な経済的扶養責任があり、経済
的援助を必要としている▷職業技能訓
練プログラムまたは専門学校・短期大
学・大学の学部課程に在籍または入学
許可（最終学年は不可）を得ている
￥ 年間２４万円（返還不要） 定 １人
申・問 １0月3１日までに国際ソロプチ
ミスト西宮（２２・２3１0…新井方）

※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（９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。9月のテーマは「文学作品でたどる甲
山の歴史と風景」。ゲストティーチャー
は西宮芦屋研究所の蓮沼純一さん。放送
終了後、市ＨＰから音声配信あり
HP ５4149619

市議会９月定例会　生中継
日 9月6日（月）～9日（木）の午前10時～ 
内 9月定例市議会の一般質問を生中継

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス

9月１日～１5日…１１9番の通報
要領について▷１6日～30日…
救急講習会について

　東京２0２0オリンピック種目としても採用された「3人制　東京２0２0オリンピック種目としても採用された「3人制
バスケットボール」のプロリーグ「3×3．EXE PREMIER」バスケットボール」のプロリーグ「3×3．EXE PREMIER」
のシーズン開幕戦を開催します。のシーズン開幕戦を開催します。

「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

EPIC.EXE事務局（078・595・7772）問

３×３．EXE PREMIER３×３．EXE PREMIER  公式戦公式戦

※実施状況等、詳細は同協議
　会HPで確認を無料 入場料

8月２9日（日）
午前１0時～午後７時日 時 会 場 鳴尾体育館

西宮東高校HP
※時間はいずれも木曜午後2時から

日程 講座名

 9/ 9 心と体を整えるヨガ～柔らかい関節と深い呼吸と笑顔！

 9/16 東京オリンピック・パラリンピックを振り返る
～大会が生み出した正負の遺産

 9/30 承久の乱と北条義時

10/ 7 没200年のナポレオン～わたしたちへの遺産

10/14 心で撮る写真の世界～記録から記憶へ

10/2８ 生誕５00年　武田信玄

11/11 生で聴くルネサンスの無伴奏合唱曲～ジョスカン・デ・プレ没後５00年

11/1８ 生きている恐竜の世界～絶滅、復興、そして繁栄

11/2５ 香港と一国二制度のゆくえ

　西宮東高校は、9月から同校併設のなるお文化ホールで
「木曜講座」を開催します。申込不要。無料。
　問合せは同高校（０７９８・4７・6０1３）へ。

西宮東高校 西宮東高校 「「木曜講座木曜講座」」

いじめ相談ダイヤル開設中いじめ相談ダイヤル開設中

問 学校保健安全課
（0798・35・3795）

月曜～金曜の午前9時～
午後5時半
※祝・休日、年末年始は休み

日時

いじめ等でお悩みの人はお気軽に
お電話ください

児童・生徒、保護者対象

０７９８・３３・００７７

を行う必要があります。なお、6月１
日時点ですでに営業中の事業者は経過
措置期間の１１月末までに届出を行っ
てください。問合せは食品衛生課
（０７９８・２6・３66８）へ。
【営業届出の留意点】食品衛生責任者
の設置が必要▷営業以外の給食施設も
届出の対象

広告主を募集

　市は、次の媒体の広告主を募集しま
す。募集要項・申込書は各担当課で配
布するほか、ホームページからもダウ
ンロードできます。
成人式対象者への発送用封筒
成人式対象者に郵送する封筒を広告主が
作成し、広告を掲載して教育委員会に提
供(提供数は５８00枚)
【広告料】５８00円以上（税込み）
【申込】必要書類を9月1５日（必着）ま
で に 青 少 年 育 成 課（ 江 上 庁 舎1階☎
0798・35・3797）へ。持参も可
【ホームページ番号】32663111
※西宮市広告掲載要綱・基準に適合する
ものの中から、金額の最も高いところに
広告主を決定
市立中央病院�病院案内2021年度版
各診療科の紹介等を掲載したA4冊子で、
市内、芦屋・宝塚市内等の診療所（1000
件 ） や 医 療 従 事 者 に10月 末 か ら 配 布
（1400部発行予定）
【広告料】半ページ1万4５00円以上・1
ページ2万9000円以上（いずれも税込み）
【申込】必要書類を８月2５日～9月８日（必
着 ） に 同 病 院 総 務 課（ 同 病 院3階☎
0798・64・1515）へ。持参も可
※詳しくは同病院ホームページで確認を

　 ◆令和２(２０２０)年度住民基本台帳
の一部の写しの閲覧状況を公表　8月
２5日～9月２４日に市民課（市役所本
庁舎１階）、各支所（各市民サービス
センター・分室を除く）で公表するほ
か、市のホームページ（ページ番号：
４１0696４9）からも閲覧可。問合せ
は市民課（０７９８・３５・３11２）へ

官公署から
　◆フェニックス共済に加入を　自然
災害で被害を受けた住宅の再建や家財
の購入等を支援。負担金・給付金は次
のとおり。いずれも市町が発行する「り
災証明書」が必要。問合せは兵庫県住
宅再建共済基金（０７８・３6２・９4００）へ
《住宅再建共済制度》
【負担金】年額5000円
【給付金】再建・購入…600万円▷補
修…50万円～２00万円▷賃貸住宅等

に入居…１0万円
《準半壊特約》
【負担金】年額500円
【給付金】再建・購入・補修…２5万
円▷賃貸住宅等に入居…１0万円　
　※準半壊特約のみの申込不可
《家財再建共済制度》
【負担金】年額１500円
【給付金】全壊…50万円▷大規模半壊
…35万円▷半壊…２5万円▷床上浸水
…１5万円

インフォメーションi
information

市から

9月定例市議会を開催
令和2(2020)年度決算を審査

　9月定例市議会が、8月3１日～１0月
5日の日程で開かれる予定です。
　主な日程は、本会議での一般質問が
9月6日～9日、常任委員会が１3日～
１5日、本会議での議案の採決が１6日、
決算特別委員会の各分科会が２４日～
30日、本会議での決算の採決が１0月
４日の予定です。なお、日程は変更に
なる場合があります。
　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。

食品衛生法に基づく営業届出
提出をお忘れなく

　6月１日付の改正食品衛生法の施行
に よ り、 全 て の 食 品 等 事 業 者 に
「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管
理」が求められています。
　また、営業許可業種以外の営業につ
いては「届出制度」が創設され、対象
事業者は事前に保健所へ「営業届出」 地域コミュニティ推進課（0798・35・3197）問

9/1から利用開始9/1から利用開始

津門小学校

国道２号

今
津
西
線

県
道
今
津
津
門
大
箇
線

鳴尾御影線

阪
急
今
津
線

津門市民館

　生瀬小学校体育館の改修工事のた
め、１１月末までは生瀬小学校の代
わりに生瀬市民館を避難所として開
設 し ま す。 問 合 せ は 災 害 対 策 課
（０７９８・３５・３6２6）へ。

開設避難所の変更
生瀬小学校→生瀬市民館

　市は、新たに津門市民館を開設します。市民
館は、5つの集会室と和室、調理室を備え、市
民相互の親睦や文化活動などに利用できます。
　予約方法などについては、９月1日以降に津門
市民館（０７９８・２6・３５０９）へお問い合わせく
ださい。

津門市民館が開館津門市民館が開館

【住所】津門綾羽町6番１２号　【開館時間】午前9時～午後１0時　
【料金】１50円～２050円　【休館日】月曜、月の最終日、１２月２9日～１月3日

令和3年（2021年）8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)



　　

市内医療機関
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」の予約受付方法を確認の上、
各医療機関に直接予約

このまま感染者が増え続けるとこのまま感染者が増え続けると医療がひっ迫医療がひっ迫し、し、
通常受けられる通常受けられる医療が受けられない医療が受けられない可能性があります可能性があります

新型コロナウイルス感染症関連情報 ※8月16日時点の情報で作成

【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

医療相談窓口（発熱等受診・相談センター）新型コロナウイルス

新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状があるとき

感染力の非常に強いデルタ株が急増！！感染力の非常に強いデルタ株が急増！！
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西宮市の現状知ってください西宮市の現状知ってください

最新情報は市のホームページで
市内の感染状況など最新情報は、
市のホームページでご確認くださいもし、あなたやあなたの身近な人が

新型コロナに感染したら…

新型コロナ 最新情報は
市ＨＰで確認を

接種ワクチンは武田/モデルナ社製

県ＨＰ

県・自衛隊の大規模接種

県や自衛隊が実施する大規模接種については、
各ホームページでご確認ください

自衛隊ＨＰ

新型コロナワクチンの接種予約、接種券などの問合せ

西宮市新型コロナワクチン接種 コールセンター
FAX:0798・32・10300120・622・999

【受付時間】9：00～17：30（土・日曜、祝・休日も受付）

会場会場 予約枠数予約枠数 接種日接種日

市立中央病院 約1000人分

9月14日（火）・15日（水）・16日（木）・28日（火）・
29日（水）・30日（木）、10月12日（火）・
13日（水）・14日（木）・26日（火）・27日（水）・
28日（木）の13：00～16：00

にしきた接種会場
（深津町2－28）

予約枠数や接種日は
９月３日（金）に市のホームページで公開します。
ホームページを見ることができない人は、市のコールセ
ンターでもお答えします

山口ホール
塩瀬公民館
【【気象状況による中止基準気象状況による中止基準】】
▶▶当日の午前7時時点で本市に大雨、暴風のいずれかの特別警報が発表されている場合
　は中止します
▶当日の接種時間帯に上記の特別警報が発表されるおそれがある場合や、その他の警報
　等の気象情報が発表された場合等も中止と判断することがあります。接種を中止する
　際には、当日午前7時までに判断し、市のホームページに掲載。受付時間中のみコー
　ルセンターでもお答えします　注会場には問合せしないでください

接種ワクチンはファイザー社製

次回予約開始は次回予約開始は9月6日9月6日（月）（月）12：3012：30からから
市の集団接種 市HP・市HP・

コールセンターで予約コールセンターで予約

接種ワクチンはファイザー社製個別接種 ワクチン接種実施のワクチン接種実施の
医療機関へ直接予約医療機関へ直接予約

NEW
接種ワクチンは
武田/モデルナ社製

接種日など詳しくは、市のホームページでご確認ください

予約は予約は8月25日8月25日（水）（水）12：3012：30からからWEB
予約のみ

感染者の約90％が50歳代以下

家庭・職場内感染が急増
子供への感染が増加

自宅療養、入院調整・調査中が50％超

感染者はすでに第４波を超えています

新型コロナ 感染すると…

今一度感染対策の徹底をお願いします

感染者の感染者の同居家族同居家族は、は、高い確率で濃厚接触者高い確率で濃厚接触者にに

濃厚接触者は、濃厚接触者は、感染者と会った日から感染者と会った日から
14日間14日間のの健康観察健康観察とと外出自粛外出自粛 学校・仕事に大きな

影響が出ます

現在の国の基準では、現在の国の基準では、
高熱が続いても「軽症」高熱が続いても「軽症」と分類される場合がありますと分類される場合があります

入院中
124人

入院療養等
調整・調査中
148人

宿泊療養
92人

自宅療養
252人

第３波第３波

▲西宮市の療養者数(8月16日時点)
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▲西宮市の週当たり年代別感染者数の推移（人）

60歳以上
50歳代
40歳代
30歳代
20歳代
10歳代
10歳未満

4月 5月 6月 7月 8月3月2月1月

知人・職場の人が感染…

ＨＰ 16232300

（※）《感染可能期間》
感染者が有症状の場合は、症状が発現した日の2日前から
感染者が無症状の場合は、検体を採取した日の2日前から

次の①②のうち一つでも当てはまると「感染の可能性」あり

詳しくはこちらから

感染可能期間感染可能期間（※）（※）中に中に
お互いマスク無しお互いマスク無しで、手が触れる距離で15分以上会話したで、手が触れる距離で15分以上会話した①
自分はマスクを着用していたが自分はマスクを着用していたが、、感染した人はマスクを着用感染した人はマスクを着用
せずせず、手が触れる距離で15分以上会話した、手が触れる距離で15分以上会話した

②

新型コロナウイルス感染症への備え

第5波第5波

第4波第4波

医療体制は
ひっ迫しています

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

市HPで予約市HPで予約

身近な人が感染した場合、皆さんが行うことを
まとめました。ぜひご覧ください

関西学院大学は、西宮上ケ原キャンパス内中央講堂で学生・教
職員等に大学拠点接種を行っています。このたび、接種枠の一
部を18歳以上の市民を対象に開放し、予約を開始します。

関西学院大学が大学拠点接種を開始
接種枠の一部を市民に開放

市ＨＰ

（８）� 令和3年（2021年）8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

ワクチン接種関連情報
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