
「知らなかった…」「知らなかった…」ではでは
すまされない！すまされない！

　市は、安全で快適な自転車利用環境を目指し、「西宮市自転車利用
環境改善計画」を策定し、自転車通行空間の整備や交通ルールの啓発
などを行っています。

▲「普通自転車歩道通行可」の標識

▲ピクトマーク

▲矢羽根型路面表示

▲ストップマーク

ＨＰ 56377163

ＨＰ 86938337

未加入の人は必ず加入しましょう

県では条例により、県内で自
転車を利用する全ての人に、
自転車損害賠償保険等の加入
を義務付けています 県HP

交通ルールの啓発について…交通安全対策課（0798・35・3806）
自転車通行空間の整備について…道路建設課（0798・35・3498）問問

交差点での一時停止と安全確認

飲酒運転・二人乗り・並進は禁止

ながら運転（携帯電話・イヤホン・傘差し等）は禁止 信号を守る

夜間はライト点灯
もしもの事故に備えてもしもの事故に備えて

自転車保険自転車保険にに加入しよう！加入しよう！事故を起こしてしまうと…事故を起こしてしまうと…

車道車道はは左側左側をを通行通行

歩道歩道はは歩行者優先歩行者優先で、で、
車道寄り車道寄りをを徐行徐行

安全ルール安全ルールをを守る守る

！ 高額な賠償金の支払い高額な賠償金の支払い
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子供子供ははヘルメットヘルメットをを着用着用

3
1
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自転車の交通ルール自転車の交通ルール

自転車自転車はは、、車道車道がが原則原則、、歩道歩道はは例外例外

新型コロナウイルス感染症関連情報は８面に掲載
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自転車交通量が多い幹線道路で、自転車が通行可能な
歩道（「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道）に、
ピクトマークを順次設置しています

歩道通行が可能な場合でも、歩行者優先です
車道寄りをすぐに止まれる速度で通行し、歩行者の
妨げになる場合は一時停止しなければいけません

昨年の自転車乗車中の死傷者の約9割がルール違反をしています
事故を起こさないために、ルールを守りましょう

ストップマークは特に
注意して一時停止を

自転車交通量が多いなどの条件を満たす幹線道路に、矢羽根型
路面表示（自転車通行位置を示す表示）の設置を進めています

道路建設課
河村係長

※13歳未満の子供や70歳以上の人は歩道を自転車で通行できますが、
　歩道は歩行者が優先です

道路交通法上、自転車は軽車両に分類され、車の仲間です
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です

※いずれも昨年の件数

自転車は、車道の左側に寄って
通行しなければいけません
右側通行は禁止されています

男子小学生が女性と衝突。女性が意識
不明となり、事故を起こした小学生の
母親に９,５２１万円の賠償命令
平成25年（2013年）7月４日 神戸地方裁判所

市内人身事故の３件に１件は
自転車事故！

自転車の違反摘発件数
兵庫県が全国最多！

１３歳未満の子供が自転車を運転するときや、
幼児を乗せて運転するときはヘルメットを
着用させましょう

「自転車安全利用五則」を守ろう！
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　新型コロナウイルス感染症の症状で働けない人（給与等の支払いを
受けている人に限る）への傷病手当金の支給適用期間を令和３年
（2021年）12月３1日まで延長します。郵送による申請ができます
ので、事前に問合せを。詳しくは市のホームページをご覧ください。

対象 国民健康保険加入者 後期高齢者医療制度加入者
担当課 国民健康保険課（0798・35・3120）高齢者医療保険課（0798・35・3154）
ＨＰ 12922895 92344027

ごみステーション 不法投棄、資源物の持ち去り
公園 遊具の不具合や放置物・倒木

道路
溝や舗装の補修▷除草・清掃▷橋・横断歩道橋
▷ガードレール・柵▷ミラー▷照明（防犯灯を除く）
▷市道上の放置物▷市道への越境樹木

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法（※）を行
う自宅療養者が全国的に増加しています。
　酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスで、火を近づけると大変危険
です。高濃度の酸素を吸入中、たばこ等の火気を近づけるとチューブ
や衣服等に引火し、重度のやけどや住宅火災の原因になります。実際、
在宅酸素療法時の喫煙等火気使用が原因と考えられる火災が全国的に
発生しています。
　在宅酸素療法を行う際は、患者はもちろん家族等周りの人も、火気
の取り扱いに十分注意してください。

ＨＰ 90244846

　「西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の問合
せ先が10月から以下のとおりに変わります。
　同制度や支給要件等詳しくは、市のホームページでご確認ください。

９月末まで

➡
10月から

西宮市新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金コールセンター

西宮市新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金事務センター

　 0570・550・277（ナビダイヤル） 0798・81・3486

ＨＰ 59319952

職種 対象者 基本給月額 定員 HP
薬
剤
師

来年
4月採用

平成4年（1992年）4月2日以降
に出生した免許取得者（来春の
国家試験で取得見込みも可）

22万8390円～
25万9210円 1人 89321523

※�基本給月額は令和3年（2021年）7月1日時点の額。経歴、給与改定などによ
り異なる場合あり。別途諸手当あり

　市立中央病院は、来年４月採用の薬剤師を募集します。募集要項・申
込書は同病院人事給与課（同病院３階）で配布しているほか、市のホー
ムページからダウンロードできます。
【 申 込 】申込書など必要書類を10月15日までの午前8時半～午後5時
に同病院人事給与課へ持参か郵送（必着）を
【試験日】10月2３日（土）

　現在、市には、市の公式ホーム
ページから「道路（市道）」「公園」
「ごみステーション」に関わる不
具合などを通報できる専用フォー
ム（HP 6４6４7862）があります
が、10月から、このシステムに
加え、LINEアプリを活用した通
報フォームを開始します。
　利用する際は、事前に市公式
LINEを「友だち追加」した上で
ご利用ください。
　利用方法など詳し
くは市のホームペー
ジをご覧ください。

問 市立中央病院人事給与課（0798・64・1515）

問 デジタル推進課（0798・35・3655）
問 税務管理課
　　（0798・35・3234）

問 消防局予防課（0798・32・7316）

　市は、10月から「健康ポイント事業」を開始します。
　対象者（※）で、事業の参加申込をした人が、活動量計かスマートフォ
ンアプリを使用し、ウオ－キングや健康づくりに関するイベントに参加
すること等で、ポイントが付与され、景品と交換できます。無理せず、
気軽にご参加ください。

　市では、10月から、インターネットで市税の口座振替の申込ができるよ
うになります。口座振替依頼書を市役所や金融機関窓口へ持参することな
く、パソコンやスマートフォンを使って金融機関からの引き落とし口座の
設定が可能になります。この機会に便利な口座振替をぜひご利用ください。

問 高齢福祉課（0798・35・3077）

酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲２㍍以内には、
火気を置かないでください

酸素吸入中には、たばこを絶対吸わないでください

（※）在宅酸素療法…慢性呼吸不全の患者が酸素濃縮装置、液化酸素や酸素ボン
　　　　　　　　　　ベを用いて、自宅で高濃度の酸素を吸入する治療法

同事業の参加申込は、引き続き行っています。申込書類の再送付依頼や申
込方法などについては、西宮市健康ポイント事業運営事務局（0120・
539・149…タニタヘルスリンク内）へ連絡してください
※本事業は、高齢福祉課が（株）タニタヘルスリンクに委託しています

（※）令和３年（2021年）４月1日時点で70歳以上の市民

【受付時間】９：00～17：30（土・日曜、祝・休日を除く）　※受付時間は変更なし

新型コロナ関連

①基本情報
10月1日公開の市のホームページ
（HP 6286３３52）から専用サイト
に移動し、納付義務者と申請者の
氏名や電話番号等の情報を入力

↓
②税情報

口座振替を申し込む税目や課税番号
等を入力

↓
③口座情報

金融機関のサイトで口座情報を入力
↓

④申込受付完了
受付完了後、登録したメールアドレ
スにメールが届きます　※登録が正
式に完了すると、市から「口座振替
開始のお知らせ」を送付します

申込手順

傷病手当金
適用期間12月31日まで延長

「国保」「後期高齢」
加入者対象

生活困窮者自立支援金
問合せ先が変わります

10月から LINEで通報できます
WEBでできます！
市税の口座振替申込

などの不具合道路 公園 ごみ

在宅酸素療法時
酸素に火気を近づけないで！

市立中央病院  薬剤師を募集
来年4月採用

はじまりますはじまります
健康ポイント事業健康ポイント事業
10月から10月から

10月から10月から

10月から

①市の公式LINEを友だち登録

②市公式LINEのリッチメニュー
　から 「市民の声・パブリックコ
　メント・通報」を選択

ここを 選 択
し、「通報」を
タップすると

「通報フォー
ム 」 が 立 ち
上がります

利用可能な科目

対象金融機関

準備するもの

市県民税（普通徴収）
軽自動車税（種別割）
固定資産税（償却資産含む）・都市計画税

三井住友銀行、みずほ銀行、
りそな銀行、関西みらい銀行、
尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行

登録を希望する口座のキャッシュ
カード等（口座番号と暗証番号の入
力が必要）
納税通知書等（納付義務者名と課
税番号の入力が必要）

▪

▪

◆通報事象の種別

ＨＰ 58537437
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　にしのみや市民祭り協議会は、10月23日（土）の「にしのみや市民祭
り（※）」で行われる、「人形劇」の現地観覧者を募集します。入場無料。
（※）今年のにしのみや市民祭りは、オンライン開催です

10月5日までに
にしのみや市民祭り協議会のホームページから

学校改革課（0798・35・3800）問

西宮観光協会（0798・35・3321）問

商工課（0798・35・3387）問

10月30日（土）午前10時～。約1時間半程度

西宮浜義務教育学校　西校舎

　令和2年（2020年）4月に開校した市
内初の義務教育学校（小中一貫校）で
ある「西宮浜義務教育学校」の就学説
明会を開催します。同校は、市内に在
住であれば、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（同制度により、現在約40人が校
区外から就学しています）。

▪ 新1年生から新9年生までの全学年で募集

▪ 入学試験はありません。多数の場合は抽選
※特別支援学級は、在籍児童数に応じて判断します

※原則徒歩または公共交通機関での通学になりますが、小学1年生～4年生は
　車での送迎可としています

学校の概要や就学までの手続き等についての説明など
※詳しくは市のホームページで確認を

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各家庭１人でご参加ください

お買い物券（プレミアム商品券）●

●ポイントシール（例）500円ごとにもらえるポイントシールを
　　　10枚集めて1000円分の金券として使用可など

購入したお買い物券は
購入した商店街でのみ使用可（ポイントシールも同様）

市役所・各支所では販売していません

（例）5000円で6000円分の
　　　お買い物券を販売など

　西宮観光協会は、11月14日（日）に「船坂マルシェ&ふれあい広場」
を開催します。
　地元育ちの野菜や手作りの加工品の販売、親子で楽しめるスタンプラ
リーなど、船坂の魅力満載のイベントです。

【日　時】11月14日（日）の①午前10時半、②正午～　※小雨決行
【会　場】船坂里山学校
【入場料】1組100円
【定　員】各40組。多数の場合抽選
【申　込】10月1日～20日に西宮観光協会のホームページから

日時 出演 演目

10月２３日
（土）

午後２時半から グループ玉手箱 音楽人形劇「ドレミのうた」
人形劇「さんびきのこぶた」

午後３時半から おはなしわくわく便
小さな人形劇「いっしょにあそ
ぼ」、スクリーン絵本「パンどろ
ぼう」ほか

午後４時半から 人形劇団えぷろん 人形劇「こばんよろこばん」

※会場は市民会館１階。定員は各70人。多数の場合抽選
※一部の演目を除き、にしのみや市民祭り特設ホームページで生配信（予定）

場所・使用店　　※参加店舗に限る 実施期間
アクタ西宮▷苦楽園ストアーズミーティング▷甲子園口ほ
んわか商店街▷すずらん通り商店会▷にしきた商店街
▷ニューフタバサンモール▷ビバ甲子園▷フレンテ西宮

HPで確認を

場所・使用店　　※参加店舗に限る 実施期間
甲子園けやき散歩道▷みやこ商店街▷メルカードむこがわ HPで確認を

ＨＰ 5353１003

10
30

10
23 1111

1414

　市内11の商店街でお得に買い物ができる「商店街期間限定プレミア
ム付きお買い物券・ポイントシール事業」を各商店街ごとに10月から
随時実施します。いずれも無くなり次第終了。
　最大20%もお得になるこの機会に商店街で買い物
や食事などさまざまなサービスをお楽しみください。
　実施期間など詳しくは市のホームページをご覧くだ
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

人形劇人形劇現地現地観覧者観覧者募集募集
にしのみや市民祭り

申込

（10月４日まで）★オンライン参加型イベントも募集中！

船坂マルシェ

就学説明会を開催

野菜の販売や自然体験など魅力満載

総合教育センター付属西宮浜義務教育学校

（注）駐車場は利用できません。公共交通機関をご利用ください

要申込 ＆＆ふれあい広場ふれあい広場

日時
場所

内容

10月11日～25日に電話で学校改革課
または右コードから

申込

商店街プレミアム付きお買い物券・ポイントシール事業

最大２０％もお得

お得お得にに買い物しよう買い物しよう
商店街商店街でで

ＨＰ 60404551

就学説明会就学説明会

令和３年（2021年）9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
（HP26040122、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（10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 10月（一部11月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

6日（水）・21日（木）・28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（HP44926
114）から。
問合せは北口へ

はじめての
離乳食講座 19日（火）10：30～11：30 北口

対象は令和3年4・5月出生の第1子と
保護者。定員24人。
申込は9月30日から

離乳食講座 14日（木）10：30～11：30 中央
対象は令和2年9月～3年1月出生の第
1子と保護者。定員28人。
申込は9月29日から

山口・塩瀬
離乳食講習会

11月16日（火）10：30～
11：30

塩瀬
公民館

対象は令和2年10月～3年6月出生の
第1子と保護者。定員10人。
申込は9月29日から塩瀬へ

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6月出生▷10か月児健診…令和2年12月出生
▷1歳6か月児健診…令和2年3月出生▷3歳児健診…平成30年5月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 27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

15日（金）の10：00～12：
00、13：00～15：00 塩瀬

栄養士による相談
27日（水）の10：00～12：
00、13：00～15：00 山口

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

5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

14日（木）9：20～10：00 鳴尾

14日（木）13：20～14：20 山口

15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

11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10月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※10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 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) 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 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）

会場 11月（一部12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）、
14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 8日(月)・15日(月)・22日(月)・
29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塩瀬公民館 18日（木）9：00～15：30 兵庫県健康財団（078・793・9333）
…①9月30日～10月14日、②10
月11日～25日、③10月22日～
29日（土・日曜、祝・休日を除く）
の9：00～17：00

②市民会館 28日（日）9：30～16：00

③山口保健福祉センター 12月2日（木）9：00～15：30
①②は特定・長寿健康診査のみ。①②③は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…10月13日（水）の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）

（※）

（※）

( )

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。受診券の申込は健康増進課

（HP98966487)へ

▪

※胃がん検診は同一年度に一つのみ受診可

 要受診券 

メルカードむこがわ
…10月24日（日）の10：00～12：00、13：15～16：30

みやっ子
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子 供・子育て子 供・子育て
サロンDE講座
～薬剤師さんに聞いてみよう!

日 10月7日（木）午前9時45分～
会 子育て総合センター
内 テーマは「冬に向けて知っておき
たいこと」
対 未就学児と保護者
定 40人。当日先着順（受付は15分前
から）
問 同センター（39・1521）

Mommy&Me 英語であそぼう!

日 10月13日（水）午後3時～
会 コープ夙川
対 2歳～未就学児と保護者
￥ 1家族500円
定 あり
申・問 同会
（090・4282・7282…木下方）

 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、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を書き、①
10月4日、②11日（いずれも必着）
までに同館（〒662−0934西宮浜4丁
目13−4☎33・4888）
①貝類館セミナー
「大阪湾の磯の生物：生物相の特徴」
日 10月16日（土）午後1時半～ 
会 同館 対 小学生以上 
￥ 要入館料 定 10人。多数の場合抽選
②甲子園浜セミナー
「知られざる淡水貝類の世界」
日 10月24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

人形劇定期公演

日 10月17日(日)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 10月7日までに市HP
問 文化振興課（35・3425）
HP 37863174

森であそぼう!見つけて作る、
自分だけのたからもの

日 10月24日(日)午前10時～
会 社家郷山
内 森林散策、リース作り(半日)
対 小学生を含む家族
￥ 1人500円。3歳以下無料
定 30人程度。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、メールア
ドレスを書き、10月4日（必着）まで
にこども環境活動支援協会（〒662−
0832 甲 風 園1丁 目8−1☎080・
4665・3806）

大阪音楽大学専攻科生による
オータムコンサート

日 11月13日（土）午後2時15分～
会 フレンテホール
内 0歳から入場可の親子向けコンサー
ト
定 150人。多数の場合抽選
申 往復ハガキ（1枚に6人まで）に催
し名、住所、氏名、電話番号、入場希
望者全員の年齢を書き、10月12日（必
着）までに西宮市文化振興財団（〒662
−0918六湛寺町10−11☎33・3146）

芸　術芸　術
西宮日本画協会　秋の新作展

日 9月28日（火）～10月3日（日）の午
前10時～午後5時（3日は4時まで）
会 北口ギャラリー
問 同協会（63・7028…遠藤方）

10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

写真
（田中富士夫さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

西宮市手をつなぐ
育成会作品
「はばたくアート
展」

高嶋優羽プレゼンツ
クラシックコンサート

日 10月2日(土)午前11時、午後2時～
会 ニューコミュニティ西宮チャペル

（染殿町）
内 ソプラノ、バリトン、ピアノのコ
ンサート
￥ 2000円 定 あり
申・問 カリスレコード
（050・7117・2653）

私の視点シリーズ
伊藤弘之展

日 10月12日（火）～17日（日）の午前
10時半～午後5時（17日は4 時まで）
会 北口ギャラリー 内 洋画
問 同事務局（26・4040…伊藤方）

LALALAにしきた
ミュージシャンコンテスト

日 11月2日（火）午後6時半～
会 県立芸術文化センター中ホール
内 音源審査を勝ち抜いたバンド達に
よる演奏
問 西北活性化協議会（078・907・
5847…午前10時～午後6時）
※要整理券。10月から、同センター
総合案内所、阪急西宮ガーデンズ1・2
階インフォメーションなどで配布予定

講座・講演会講座・講演会
FPが教えるお金の話　
後悔しないライフプランとは?

日・会 いずれも木曜午前10時～▷10
月7日…市民会館▷11月11日…プレ
ラホール▷12月9日…市民会館
定 あり
申・問 CLAP（39・7701…久原方）

相続対策セミナー
「相続対策 事前準備のすべて」

日 10月16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）

外国にルーツを持つ子どもの
日本語学習支援者養成研修

日 10月20日～12月15日の水曜(11
月3日除く)午後1時半～。8回シリー
ズ
会 塩瀬公民館等
対 研修終了後、塩瀬・山口地区で開
催する日本語教室で活動できる人
定 あり
申 西宮市国際交流協会HPで確認を
問 同協会(32・8680)

西宮起業塾

日 11月5日(金)・11日(木)・18日
(木)・25日(木)の午前10時～。4回シ
リーズ
会 勤労会館
内 起業時に必要な知識やノウハウ
対 起業予定者、起業後間もない人
定 あり
申 西宮商工会議所HP
問 同商工会議所（33・1257）
HP 57996201

インターカレッジ西宮　中高
年からの健康科学レクチャー

日・内 いずれも木曜午後1時半～。2
回シリーズ▷11月11日…運動が体に
与える驚きの効果5つの基礎▷18日…
運動を始める前に知っておきたい5つ
の基礎
会 大学交流センター
￥ 1500円
定 25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、
10月28日（必着）までに同センター
（〒663−8035北口町1−2−602☎
69・3155）

健康増進課（0798・35・3127）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム9月

　ブレスト・アウェアネスとは、「乳房を意識する生活習慣」のこと
です。以下の4つの項目を実行することで、乳がんの早期発見・早期
診断・早期治療につながります。
　①日頃から自分の乳房を見て、触って、感じる習慣をつける
　②乳房の変化に気を付ける（しこりや血性の乳頭分泌など）
　③変化に気づいたら、すぐに乳腺外科を受診する
　④40歳以降、2年に1回乳がん検診（=4面参照）を受ける
　乳がんと診断された人の多くが自分でしこりを見
つけています。入浴時に乳房をチェックする等、日
頃から乳房の状態に関心をもち、変化に気がつける
ような習慣を身につけましょう。

ブレスト・アウェアネスのすすめ◆ ◆

角田保健師

◎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

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）問

「ATMでお金が返ってくる話」
「ATMでお金が返ってくる話」はは

ですです
市役所などをかたる還付金詐欺が多発！

ATMで、電話で操作を指示されている人を見かけたら、声掛けを！

「手続きが今日までです」と強調していた
近くのATMに行くよう指示された
「どこの口座を持っていますか」と聞かれた

あやしい

ポイント

詐欺詐欺

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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普通救命講習会

日 10月27日（水）午前9時半～
会 消防局 
定 10人。先着順
申 10月6日から市HPか専用電話（38 
・6577）
HP 13098195

ひとり親家庭のための
パソコンスキルアップ講座

日 11月12・19・26日。いずれも金
曜午前9時半～
会 勤労会館
内 ワード、エクセルを身につける
対 ひとり親家庭の父母
定 あり
申・問 子供家庭支援課（35・3166）

催　し催　し
 公民館活用促進プロジェクト

日・内 下表のとおり 
定 あり

あなたの大切な体のために
自力整体始めませんか？
日 10月3・9・24日、11月6・14・27日、
12月4・12・25日、 来 年1月8・23・29日、
2月6・12・26日、 3月5・13・26日。いずれ
も土曜または日曜の午前10時40分～
会 大社 ￥ 各回1000円 
申・問 070・5540・5158 …ばんの方
子どもの染め教室
日 11月以降の第1・3火曜(来年3月は15
日のみ)の午後3時半(時間途中参加可)～ 
会 甲東 内 リサイクルしたいTシャツ等を
使った染め教室 
対 小学生～高校生(親子参加可) 
￥ 各回1000円。別途要材料費 
申・問 0797・85・2812 …黒田方

展示&ブックフェア「おうち
でおこもり“読書三昧”」

日 10月8日(金)～11月3日(水・祝)の
午前9時半～午後6時。月曜休館
会・問 中央図書館（33・0189）

秋季展「石棒と銅鐸
～縄文・弥生の祈りと祭り」

日 10月9日（土）～12月5日（日）の午
前10時 ～ 午 後4時 半（ 入 館 は4時 ま
で）。月曜休館
￥ 200円。大学生100円。高校生以
下無料
会・問 辰馬考古資料館（34・0130）

夙川オアシスロード50周年
記念事業　

日・内 下表のとおり
橋めぐりウオーキング
日 10月16日(土)午前10時～ 会 国道2号
線夙川橋南50㍍付近のお地蔵さん前 
内 オアシスロード沿いの10の橋を巡る 
定 60人。当日先着順（受付は午前9時半から） 
問 同事務局(090・9274・4895…平野方）
パネルディスカッション
「オアシスロードの今と昔と未来」
日 10月16日(土)午後1時半～ 
会 香櫨園市民センター 
定 60人。当日先着順（受付は午後1時から） 
問 同事務局（23・5286…安達方）

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
シングルマザーズ・カフェ特別編　
自分を大切にできるアートセラピー
日 10月23日(土)午後2時～ 内 テーマは
「みんなでコラージュタイム」対 シング
ルマザー (これからなるかもしれない人含
む)、シングルマザーの親子（小学生以上）
女性のための就労支援講座

「仕事」を探す前に知っておきたいこと
日 10月29日(金)午前10時～
働く女性のための応援講座
もっとうまく怒りたい！
日 10月30日(土)、11月6日(土)の午後1時
～。2回シリーズ
出張！女性のための働き方セミナー
“扶養内で働く”は得か？損か？
日 11月6日(土)、13日(土)の午前10時～
内 テーマは「よく聞く『〇万円の壁』の実
際と知っておきたい2022年の制度改正」
対 非正規で働いている、これから働こう
としている女性

越木岩神社音楽奉納会

日 11月3日（水・祝）午後3時～
内 歌とピアノのコンサート
￥ 2000円 
定 あり
申・問 同神社（31・0009）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
ケンソウ杯(卓球)

日 11月6日(土)午前10時～
会 県立総合体育館
￥ 1組1600円 
定 108組。先着順
申 9月29日から。詳細は同館HPへ
問 同館(43・1143)

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～ (木)教室
日 10月7日～来年3月24日の木曜正午～
会 北夙川体育館 内 卓球やバドミントン、
バスケットボールなど ￥ あり 
定 25人。先着順 申 9月29日午前10時か
ら北夙川体育館（70・2222）
金曜スポーツDAY!!
日 10月15日（金）午後7時～ 会 中央体育館 
内 クォーターテニス、フライングディスク 
対 小学生以上 
￥ 500円。17歳以下300円 定 50人。先着順 
申 9月29日午前9時から同センター HP 
問 同センター（73・7581）
みんな元気に囲碁ボール
日 10月17日(日)午前10時～ 
会 流通東体育館 内 レクリエーションほか 
対 50歳以上の人と家族 
￥ 300円。小学生以下200円 定 30人。
先着順 申 9月29日午前10時から電話で
同センター（73・7581）
みんなでドッジ&サッカー
日 10月17日(日)午後2時～ 会 山口町船
坂多目的グラウンド 対 小学生以上 
￥ 500円 定 40人。先着順 
申 9月29日午前9時から同センター HP 
問 同センター（73・7581）
Let's コソ練！
野球夜間練習会&ゲーム大会
日 11月5日～12月3日の金曜午後7時～ 
会 中央体育館多目的グラウンド 
対 中学生以上の野球経験者 
定 各30人(12月3日は20人)。先着順 
申 9月30日午前10時から電話で同セン
ター（73・7581）

健康・福祉健康・福祉
10月は「骨髄バンク推進月間」
献血併行型骨髄バンクドナー登録会

日 10月13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）

阪神青い鳥学級南支部
芦屋教室

日 10月16日（土）、11月18日（木）、
12月10日（金）。3回シリーズ
会 芦屋市民センターほか
内 体験学習、社会見学、交流会
対 義務教育修了年齢以上の視覚障害
者
￥・定 あり
申 10月8日までに市HP、電話、ファッ
クスで生涯学習企画課（35・3773 FAX  
35・4045）
HP 44817310

就職困難学生の支援セミナー
&個別相談会

日 10月14日(木)、11月9日(火)の午後
2時～
会 大学交流センター
対 発達障害等で就職活動に悩みを抱
えている学生
定 あり
申・問 いたみ杉の子 発達支援連携室

（072・785・3111 FAX  072・777・7472）

阪神くすの木学級 伊丹教室

日 11月7日（日）午前10時15分～
会 伊丹市立図書館ことば蔵
内 「伊丹諸伯と灘の生一本下り酒が生
んだ銘醸地、伊丹と灘五郷」の講義
対 16歳以上の聴覚・言語障害のある人
￥・定 あり
申 10月8日までに市HPかファックス
で 生 涯 学 習 企 画 課（35・3773 FAX  
35・4045）
HP 87922816
※手話通訳・要約筆記あり

月分10
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）

4日（月）～10日（日）、18日（月）～24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
11日（月）～17日（日）、25日（月）～31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
4日（月）～31日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

※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（10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。10月のテーマは「西宮の樹を知
る 森を知る」。ゲストティーチャーは
樹木医の藤原隆之さん　※放送終了後
は 、市のホームページ（ HP 54149619）
から音声配信あり

News Box にしのみや
日 月曜～木曜の午前8時から5分間（再
放送は午後6時から） 内 最新の市政情
報などをニュース形式で紹介

問 西宮市大谷記念美術館（0798・33・0164）

①講演会「喜多俊之 作品を語る」
②オータニミュージアムコンサート
③ワークショップA「私の椅子をデザインしよう」
④ワークショップB「おりがみ照明をつくろう」

【時間】いずれも午後2時から
【対象】①②小学生以上、③中学生以上、④小学4年生以上
【申込】①電話受付中、②10月10日午前9時から電話、③④HPで確認を

　日本とイタリアを拠点に活躍するプロダクト・デザイ
ナー、喜多俊之の展覧会を開催します。

≪SARUYAMA≫ 
1989年
クライアント：モローゾ

同館HP

関連
イベント

西宮市大谷記念美術館

喜多俊之展 DESIGN
TIMELESS FUTUER

10月10日(日)
11月  7日(日)
10月31日(日)
11月21日(日)

10月9日（土）～12月5日(日)の午前10時～午後
5時（入館は4時半まで）。水曜休館（11月3日
は開館し、翌日休館）
1200円。高校・大学生600円、小・中学生400円

【日　時】

【入館料】

問 能「西宮」を謡おう！実行委員会（090・8235・4876…沖方）

　西宮のエピソードが満載の能「西宮」をテーマに、ワークショップと上演
会を実施します。皆さんで一緒に「西宮」を謡いましょう。

内容 日程
開始時間

会場 備考プレ 一般 子供

謡ワーク
ショップ

※複数回
　参加可

10/24(日) 10:00 10:45 13:00 西宮
神社

プレ(初めての人)/一般
・定員は各回25人
・参加費は各回500円
子供(小・中学生)
・定員は各回15人
・参加費は無料

11/  2(火) 13:00 13:45 －

11/20(土) 15:00 15:45 13:00 廣田
神社12/  3(金) 10:00 10:45 －

謡発表と
能楽師の上演 12/  5(日) 13:30 甲東

ホール
・定員は120人
・参加費は無料

室町時代のご当地曲 未来づくりパートナー事業

能「西宮」を謡おう！

申込方法など詳しくは市のホームページ（ HP 42706429）で確認を

【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）
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認可外保育施設等の無償化
第２期の請求は10月２9日まで

　以下の対象施設・サービスを利用する
人は、利用料を一旦支払った後、市に請
求することで上限金額の範囲内で無償
化の対象となります。第2期（7～9月利
用分）の請求受付期間は10月1日～29日
です（12月末支給予定）。問合せは保育
幼稚園支援課(0798・35・3043）へ。
【対象施設等】認可外保育施設（企業
主導型保育事業を除く）▷一時預かり
事業▷病児保育事業▷ファミリー・サ
ポート・センター事業（送迎のみの利用
は対象外）※市から確認を受けた施設
に限る。市内の対象施設等は市のホー
ムページ（ HP 80548234）で確認を
【対象者】施設等利用給付認定（新2
号または新3号認定）を受けた保護者
※認定を受けていない場合は保育入所
課（0798・35・3160）へ

【手続きに必要な書類】所定の請求書
と利用施設等から受け取る各種書類等
※詳しくは市のホームページ（ HP
78344031）で確認を

保育幼稚園指導課が
市役所本庁舎７階に移転

　10月4日（月）から保育幼稚園指導課
が市役所本庁舎7階に移転します。
　問合せは庁舎管理課（0798・35・
3338）へ。

　◆都市計画防火の施設の変更素案の
閲覧、説明会を開催　9月27日～10
月11日の執務時間中に消防局警防課
(市役所第二庁舎2階☎0798・32・
7310）か、市のホームページ( HP 6040
7530)で閲覧可。案に意見のある人は、
閲覧期間中に市長宛てに意見書の提出
可。説明会は10月5日（火）午後3時か
ら市役所本庁舎8階。定員30人（当日
先着順。受付は2時半から）
　◆甲陽園目神山地区まちづくり協定
案の縦覧　9月27日～10月11日の執務
時間中に都市デザイン課（市役所南館
3階）か、市のホームページ（ HP 2794
4346）で縦覧可。区域内の土地・建物
の所有権等を持ち、この案に意見のあ
る人は、縦覧期間中に市長宛てに意見
書の提出可。問合せは都市デザイン課
（0798・35・3688）へ
　◆宝くじ助成でコミュニティの備品
などを購入　自治総合センターの宝く
じ社会貢献広報事業「一般コミュニ
ティ助成事業」による助成金を活用し、
鳴尾東コミュニティ協議会が夏祭り等
のイベント用備品を購入。同事業の制
度 に つ い て は、 市 民 協 働 推 進 課
（0798・35・3458）へ問合せを

　 ◆10月1日～11月30日は「麻薬・
覚醒剤・大麻乱用防止運動」期間　麻
薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の
薬物乱用は、乱用者個人の健康上の問
題にとどまらず、各種犯罪の誘因など
公共の福祉に計り知れない危害をもた
らします。薬物乱用防止について正し
い知識を身に付け、薬物乱用の根絶を
目指しましょう。問合せは保健総務課
（0798・26・3775）へ

官公署から
　◆近畿圏パーソントリップ調査にご
協力を　国土交通省が日常生活におけ
る人の動きを調査し、交通整備、道路
計画等を検討する資料とするため、9
月～11月に実施。無作為に抽出され
た各家庭に調査票を郵送。回答にご協
力を。問合せは国土交通省近畿地方整
備局広域計画課（0120・116・106）
へ

その他
　◆ハロウィンジャンボ宝くじ（新市
町村振興）を販売　期間は10月22日
まで。収益金は、各市町の住みよいま
ちづくりに使用。販売実績等に応じて
交付されるため、県内の宝くじ売り場
またはインターネットで購入を。問合
せは兵庫県市町村振興協会（078・
322・1151）へ

善意の寄託善意の寄託
【8月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、匿名1件＝合計
5000円
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

インフォメーションi
information

市から

10月6日　防災スピーカー・
緊急告知ラジオが鳴ります

　10月6日（水）午前11時頃、地震・津
波や武力攻撃などの発生に備え、情報
伝達試験を行います。市内147カ所に
設置の防災スピーカーとさくらFMから
の訓練放送（緊急告知ラジオも起動）
が流れるほか、にしのみや防災ネットか
らメールを配信します。放送された内
容は、電話（050・5578・2628）で
確認できます（通話料有料）。詳しくは
市のホームページ（ HP 65256929）で
確認できます。問合せは災害対策課
（0798・35・3626）へ。

問 地域学習推進課（0798・67・1567）

宮水ジュニア 受講生募集宮水ジュニア 受講生募集
　市は、子供たちに文化体験の機会を増やすため、「宮水ジュニア体験講座」
を実施します。

講座講座
内容内容

日本舞踊、食育・料理、マジック、能楽、絵画・造形、書道、
科学体験、タイル絵付け、演劇ワークショップ　など

【日時】11月～来年3月の原則土曜午前　【会場】公民館ほか
【対象】おおむね小学4年生～中学生。在学者可
【費用】材料費等必要な講座あり　【定員】あり。多数の場合抽選

10月5日までにハガキ（消印有効）、FAX、Eメールのいずれか
で地域学習推進課へ。詳しくは9月上旬に公立小・中学校を通じ
て配布されたチラシまたは市のホームページで確認を

【申込】

ＨＰ 25741048

人事募集人事募集
市の会計年度任用職員A

内 下表のとおり。週4日30時間勤務
申 履歴書（職種を明記）と職務経歴書、
②は資格の証明書類を9月27日～10
月29日（必着）に人事課（市役所本
庁舎5階☎35・3514）。持参も可。
郵送の場合84円切手を貼った返信用
封筒を同封のこと。重複申込不可
HP 68380382 ※詳しくは市HPで確
認を
①高齢福祉課での介護認定に関する業務
対 基本的なパソコン操作(エクセル・ワー
ド)ができる人 ￥ 月額18万円 定 1人
②婦人保護相談業務
対 社会福祉主事任用資格を有し、かつ行
政または福祉施設での相談業務の実務経験
がある人 ￥ 月額21万8200円 定 1人
③公園管理運営等業務
対 基本的なパソコン操作ができる、窓口
業務の経験がある人 ￥ 月額18万円 
定 1人

教育委員会の会計年度任用職員B
（スクール・サポート・スタッフ）

内 週20時間以内で指示する時間。登
校時の検温、校内の消毒、配布物の印
刷仕分け、授業準備補助等
￥ 日額4850円以内
申 履歴書（写真貼付）と登録票を教
育 職 員 課（ 市 役 所 東 館8階☎35・
3866）へ持参か郵送
HP 36718201 ※詳しくは市HPで確
認を

市立中央病院の
会計年度任用職員

内 下表のとおり
申・問 同病院人事給与課（64・1515）
会計年度任用職員A
病棟勤務看護師
内 日曜～土曜のうち週4日32時間。3交
代シフト制または2交代シフト制 
対 看護師免許取得者 
￥ 月額29万5000円 定 若干名
夜勤専従看護師
内 ひと月のうち6～9回。午後4時～翌
午前9時まで 対 看護師免許取得者 
￥ 日額4万1420円 定 若干名

会計年度任用職員B
ナースエイド（看護助手）
内 日曜～土曜のうち週5日。日勤は午前
7時半～午後8時の間で8時間、夜勤は午
後7時45分～翌午前9時(夜勤は1回につ
き2日勤務扱い) 
対 介護福祉士または介護職員初任者研
修修了者(ホームヘルパー2級以上修了
者) 
￥ 日額9230円、夜勤2万810円 定 2人

西宮市薬剤師会の事務パート職員

内 週4・5日程度。11月採用
対 事務経験者（エクセル・ワード必須）
￥ 1時間930円以上 定 1人
申 履歴書を10月8日（必着）までに
郵送で同会事務所（〒662−0911池
田町13−2☎26・3410）

スクール・資格スクール・資格
防火防災管理新規講習

日 11月11日（木）・12日（金）の午前

10時～。2回シリーズ
会 市役所第二庁舎3階
￥ 7140円 
定 あり
申 10月7日～14日に市HP
問 消防局予防課（32・7316）
HP 85475517

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 10月5日（火）、26日（火）の午前10
時～正午
内 オンライン（Zoom）か電話での
相談
申 西宮市助産師会HP
問 同会（090・1158・7075…森田方)

特別合同相談所

日 10月5日（火）の午後1時～4時（受
付は0時45分～3時半。当日先着順）
会 市役所本庁舎2階252会議室
内 登記、税金、年金、相続、公正証
書等の相談会
問 兵庫行政評価事務所
（078・331・9096）

ひとり親家庭のための弁護士
による特別法律相談

日 10月20日（水）午後2時～5時
会 男女共同参画センター ウェーブ
（オンライン面談も可）
内 離婚・親権問題などに関する相談

定 あり
申・問 子供家庭支援課（35・3166）
※申込時に相談員による事前相談あり

消費生活センター
10月の相談会

日 12日（火）・26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）

作品募集作品募集
大人の塗り絵コンテスト

内 河出書房新社の「大人の塗り絵」
シリーズ収録の塗り絵作品のみ応募可
（コピーへの着色不可）　※入賞作品
な ど を 来 年3月19日 ～27日 に 北 口
ギャラリーで展示
申・問 所定の出品票と応募作品を12
月1日（必着）までに大人の塗り絵ク
ラ ブ 事 務 局（03・6273・7452）。
出品票は各支所・公民館などで配布す
るほか、河出書房新社HPからもダウ
ンロード可

ツーツーシキュー

消防テレホンサービス

10月1日～15日…山火事予防運
動について▷16日～31日…救急
講習会について

令和3年（2021年）9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)



個別接種

西宮市 新型コロナワクチン接種コールセンター

【受付時間】9：00～17：30（土・日曜、祝・休日も受付）
FAX : 0798・32・10300120・622・999

接種ワクチンはファイザー社製

　何らかの事情で、2回目のワクチン接種を受けられなかった人へ「2
回目接種のキャンセル待ちシステム」を導入しています。
　市内の医療機関でキャンセルが発生した場合、システムに登録した
人へコールセンターから電話で連絡します。

新型コロナワクチン 接種予約サイト

　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
約をお願いします。

市の集団接種

会場 接種日
にしきた接種会場
（深津町2－28）

10月5日（火）・7日（木）・12日（火）・14日（木）の
16：30～20：30

　にしきた接種会場を利用して、ワクチンの1回目を接種する18歳～
39歳の人に、「にしのみやコーヒーの扉プロジェクト」参加店舗で使
用できるコーヒー利用券500円分（店舗内のコーヒー以外にも利用可）
を全員にプレゼント。詳しくは右コードからご確認ください。
　※他にも、抽選で景品をプレゼント
【問合せ】都市ブランド発信課（0798・35・3071）

接種ワクチンはファイザー社製
　　　　　　　武田/モデルナ社製

※ワクチン接種の進捗状況により、集団接種の規模を縮小していきます。接種を希望する人はお早めにご予約を
随時受付中

西宮市民で、厚生労働省への報告の対象となるアナフィラキシーや血栓
症、医師が予防接種との関連性が高いと認める症状が発症した件数

注射部位の痛み・倦
けんたいかん
怠感・頭痛・筋肉痛・発熱など副反応

※ これらの症状は通常、数日以内に治まります。症状が重い場合は、
医師の診察を受けてください

　ワクチン接種率…（年代別の１回目接種と２回目接種の合計）÷（年代別人口の接種２回分）
　　　　　　　　　※対象人数は令和３年（２0２１年）３月３１日時点の住民基本台帳人口
　VRS…ワクチン接種記録システム

　市内の医療機関22カ所（9月2４日時
点）が追加されます。詳しくは市のホー
ムページでご確認を。

【対　　象】ファイザー社製ワクチンのみ
【申込方法】WEBのみ（市のホームページから）

空き状況は市ホームページ等で確認を。

ワクチン接種率の

感染者数が

ワクチン接種率の

感染者数が

コロナ感染者のワクチン接種率コロナ感染者のワクチン接種率

2991人
感染者数

ワクチン２回接種済 19２人ワクチン２回接種済 19２人

感染者の大多数が

ワクチン1回接種済 306人ワクチン1回接種済 306人

ワクチン未接種

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

525人

0
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100723人

448人
500人

607人

102人 86人
13.7％13.7％

29％29％
32％32％

39.1％39.1％
47.2％47.2％

77.8％
84.7％

感
染
者
数
（人）

ワ
ク
チ
ン
接
種
率
（%）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

感 感 感 感

感 感 感 感 感 感 感 感 感 感

8感 感 感 感 感 感 感 感 感

感 9/3VRS感 感 感 感 感

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

感 感 感 感

感 感 感 感 感 感 感 感 感 感

8感 感 感 感 感 感 感 感 感

感 9/3VRS感 感 感 感 感

感染者数 8月末のワクチン接種率
（7～8月） （9/3VRSより抽出）

　県の大規模接種・県アストラゼネカワクチン接種センター・
自衛隊の集団接種の情報は、各ホームページやコールセンター
でご確認ください。
　なお、市のホームページでも情報を掲載しています。

コーヒー利用券コーヒー利用券ををプレゼントプレゼント！！
10/1
 ～31

兵庫県・自衛隊の集団接種について

ワクチン接種は強制ではありません。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。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

　市の個別・集団接種のほか国・県の大規模接種、職域接種などにより、
9月末には本市接種対象者のワクチン接種率が約65％となる見込みです。
　第５波では、ワクチン接種が進んでいる60歳以上の人の感染者数は少な

く、ワクチン未接種の人が多い５0歳代以下で感染者数が多くなっていま
す。市は、ワクチンの接種率が低い若年層（３9歳以下の人）に向けて、
接種促進の取組を行います。

９４９４％％
（8月31日までの市民の総接種回数）８３８３件件 ４４5,57３４４5,57３回回

個別医療機関個別医療機関もも予約可能予約可能にに９/2４から９/2４から

予約システム内の会場選択で、
個別医療機関も選択できます

2回目キャンセル待ちシステム

※希望する医療機関は地区単位で選択が可能（希望する地区での接種が難しい場合、
　にしきた接種会場を案内する場合あり）

低い若年層低い若年層
多い多い

　学校活動や仕事等で日中の接種が難しい人を対象に、夕方・夜間
の時間帯に接種枠を開設しています。特に受験生など、この機会に
ぜひご利用ください。　※空きがあれば10歳代以外でも予約可となる場合あり

高い60歳以上の人高い60歳以上の人
少ない少ない

66％％

10歳代10歳代のの優先予約優先予約を行っていますを行っています

放課後の夕方・夜間に実施！ 接種ワクチンは武田/モデルナ社製

（８）� 令和3年（2021年）9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

ワクチン接種状況とコロナ感染者

【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

ワクチン接種率と年代別感染者数の状況ワクチン接種率と年代別感染者数の状況 （8月末時点）（8月末時点）

ワクチン未接種ワクチン未接種
２493人２493人

ワクチンの副反応ワクチンの副反応

※感染者数…７～８月に感染した１0歳以上の数（９月１0日 保健所集計）

若年層(39歳以下の人)への ワクチン接種を促進する取組
１8歳～39歳のワクチン接種１回目の人へ

接種はワクチンの効果と副反応について正しく理解し、自ら判断して下さい
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