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市の情報を発信中

　春は、何かを始めてみようと思う人が多いのではないでしょうか。　春は、何かを始めてみようと思う人が多いのではないでしょうか。
「いろいろな事を学びたい」、「たくさんの人と出会いたい」など…「いろいろな事を学びたい」、「たくさんの人と出会いたい」など…
そんな思いを行動に移してみませんか。そんな思いを行動に移してみませんか。

生涯学習企画課（0798・35・3869）生涯学習企画課（0798・35・3869）問問 8220144882201448ＨＰＨＰ

踏み出したいあなたへ踏み出したいあなたへ
ステキな一歩ステキな一歩をを
新しい季節。新しい季節。

　市は文教住宅都市として、個人の学習や人と人とのつながり、地域づくりにつながる学びや活動を行う機会の提供に努めています。
大学や民間事業者と連携した学習機会の提供や、コロナ禍に対応した新たな学習のカタチも企画しています。ぜひ、本紙で紹介して
いる情報収集ツールなども参考に興味のあることを見つけて、参加してみてください。　※市外局番のないものは≪0798≫

　「楽しい！」と思える時間は、人生を豊かにしてくれます。
　私たちは、皆さんが学びの中で地域のことを
知り、新たな学びや活動に一歩踏み出すお手伝
いをしたいと考えており、まちづくりや福祉な
ど、いろいろな分野にまたがるツールを用意し
ています。ぜひご活用ください。

公民館定期使用グループ
市内には公民館が24館あり、多種多様なグループが活動中。
活動の見学もできます！各公民館へお問い合わせください

pick up ☎地域学習推進課（67・1567）

公民館をもっと気軽に使い、地域の人がつながるきっかけづくり
を企画。今年度は段上・大社公民館で実施しました

pick up 地域づくりワークショップ ☎生涯学習企画課（35・3869）

大社公民館ワークショップ
企画メンバー 加美さん

　３月に大社公民館で「ひらけ！公民館＠大
社・安井」を実施しました。これからも講
座や企画を工夫し、公民館をもっと気軽
に訪れて集まれる場所、さまざまな人の
交流の場にできればと思っています。

大社公民館ワークショップ
企画メンバー

力を合わせます！色んな立場の人で
生涯学習部  上田部長

図書館は情報の宝庫
新たな学びや活動のための一歩踏み出すヒントが散
りばめられています。司書が情報収集をお手伝いし
ます。ぜひ、お声掛けください！

☎読書振興課（33・0189）

学びと活動のぷらっとフォーム（市HP）

市内で開催の各種講座や講
演会、ボランティア・団体
に関する情報を分野別に整
理したページです

☎生涯学習企画課（35・3869）

生涯学習パンフレット
≪配架場所≫
生涯学習企画課（市役所本庁舎8階）、
各支所・市民サービスセンター、
アクタ西宮ステーション、
各公民館・図書館　など

（②は４月以降に配架予定）
②人材育成・養成講座、ボランティアにつながる講座をまとめた冊子
①市の学びにまつわる取組や施設を紹介

☎生涯学習企画課（35・3869）

１ ２

他にもたくさんの学びや
活動があります！情報収集ツール

講座/オンライン講座/講演会/コンサート講座/オンライン講座/講演会/コンサートなどなど学ぶ
知ることから世界が広がる！

地域のつどい場（居場所）/サークル活動地域のつどい場（居場所）/サークル活動などなど集う
つながることで、何かが変わる！

地域づくりワークショップ/ボランティア地域づくりワークショップ/ボランティアなどなど活動する
学んだことを生かす！

公民館地域学習推進員会講座

地域に住む公民館地域学習推進員が、公民館を
拠点にさまざまな講座を企画
オンライン（YouTube）でも視聴できます！

pick up ☎地域学習推進課（67・1567）

オンライン講座健康や歴史講座、コンサート、ベビーマッサージ、落語など…

「行けば誰かいる」常設の交流の場。地域に住むさまざま
な人が分野・世代を問わず気軽に集える場所です

東鳴尾町２丁目、今津出在家町、中前田町、西宮浜４丁目、
甲子園浦風町で開設中（２月時点）

pick up 共生型地域交流拠点 ☎地域共生推進課（35・3286）

ふれぼのCafe（中前田町）

※拠点の立ち上げに興味がある人は、ぜひご相談ください

社会資源情報サイト

地域にあるつどい場・相談場所・生活
支援・ボランティア活動などの情報を、
活動内容・地域別に整理し、検索でき
るサイトです

☎地域共生推進課（35・3286）



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

新型コロナウイルス感染症関連情報 ※3月15日時点の情報で作成

(対象は18歳以上)３回目接種

接種券の
発送スケジュール

新型コロナ

ワクチン接種関連情報

2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年10月16日～31日 3月30日
昨年11月1日～15日 4月13日

　希望者へのワクチン接種を開始しています。ワクチンの効果や副
反応のリスクを市のホームページなどで確認の上、保護者と被接種
者の意思に基づいて接種するかどうかの判断をお願いします。接種
をする場合は保護者の同意と立ち会いが必要です。

　接種券が届いた人から予約できます。ただし、接種ができるのは2回目
接種完了日から6カ月経過した日以降です。

体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない(できない)人もいます。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

　市は、市民の皆さんによる自主的で自発的な活動を支援するため、地域
課題の解決等につながる提案事業を募集します。募集区分は以下のとおり
です。審査会で採択された取組には、助成金を交付します。詳しくは市の
ホームページでご確認ください。

問 市民協働推進課（0798・３５・３7６４）

＜募集要領・提案書の入手方法＞
▶ダウンロード…市のホームページ
▶窓口…市民協働推進課(市役所本庁舎７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等

12歳以上の1・2回目接種は、市内の一部医療機関で実施し
ています。詳しくは市のホームページまたはコールセンター
で確認を

＜提案方法＞
提案書を3月25日～4月25日に市民協働推進課へ持参か郵送(必着)。メール
も可

ＨＰ 59452322
▶指定管理者制度について…政策推進課（0798・３５・３６00）
▶各施設の管理運営について…各担当課へ問

　市は、市の施設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。指定期
間満了等により、新たに指定管理者を指定した施設は下表のとおりです。

施設名 指定管理者 担当課　※市外局番は《0798》

北口駐車場 タイムズ24、
タイムズサービス 庁舎管理課（35・3575）

芦乃湯会館 西宮市芦原協議会 人権平和推進課（35・3318）
松原体育館 西宮スポーツセンター スポーツ推進課（35・3568）
地域子育て支援施設(香櫨園) 神戸YMCA福祉会 子育て総合センター（39・1521）
留守家庭児童育成センター
(香櫨園) 神戸YMCA福祉会

育成センター課
（35・3206）

留守家庭児童育成センター
（上ケ原南・段上西・神原・
  南甲子園・上ケ原・東山台）

西宮市社会福祉協議会

留守家庭児童育成センター
(上甲子園) 労協センター事業団

留守家庭児童育成センター
(鳴尾) 三光事業団

※

申請期限が
6/30まで延長

　西宮市に転入したばかりで、これからワクチン接種
を考えている人はワクチン接種券の申請が必要です
（転入前の自治体で発行の接種券は使用できません）。
詳しくは市のホームページでご確認ください。

１・２回目
接種 ３回目接種

生活困窮者自立支援金 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

【受付時間】9:00～1７:30 (土・日曜、祝・休日を除く）
0798・81・3486 ＨＰ 59319952

　厚生労働省が行う、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
(初回支給を終えた世帯への最大3カ月分の再支給を含む)の申請期限が6
月30日に延長されました。対象世帯には、市から順次申請書類等を送付
します。支給要件など詳しくは、市のホームページでご確認ください。

発送日から１週間が経過しても接種券が届かない場合は、市の
ホームページから発行申請またはコールセンターへご連絡を

　1回目の小児用ワクチンを接種し、やむを得ず2回目接種を受け
られなかった人のためキャンセル待ちシステムを導入。予約枠の空
きや当日キャンセルが発生した場合にシステム登録者に連絡します。

１2歳～１7歳の3回目接種の実施を国が検討しています。実施が決まった
場合に希望者に速やかに接種できるよう、準備を進めています。詳細が
決まり次第、市のホームページ等でお知らせします

■

【受付時間】9：00～１7：30（土・日曜、祝・休日も受付）

5～11歳(小児)の1・２回目接種

FAX  0798・32・１030

転入した人は西宮市発行の接種券が必要です転入した人は西宮市発行の接種券が必要です

● コロナ課題解決型 … コロナ禍で生じた課題の解決に● コロナ課題解決型 … コロナ禍で生じた課題の解決に
　　　　　　　　　　   向けた取組　　　　　　　　　　   向けた取組
● 地域力向上型　　 … 地域力の向上につながる新しい● 地域力向上型　　 … 地域力の向上につながる新しい
　　　　　　　　　　   視点からの取組　　　　　　　　　　   視点からの取組

未来づくりパートナー事業

皆さんの創意あふれる取組を募集 指定管理者を新たに指定 

☎0798・26・2240 FAX  0798・33・1174 受付時間 9:00～１9:00（土・日曜、祝・休日は１7:00まで）新型コロナウイルス医療相談窓口

小児用２回目接種キャンセル待ちシステムを導入小児用２回目接種キャンセル待ちシステムを導入

0120・ ・6２２ 999

（2）� 令和4年（2022年）3月25日

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター



問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

市営住宅市営住宅  のの  入居者入居者募集募集申込期間
４/５～１５

　市は、普通市営住宅の入居者を募集します。募集数は４5戸。申込資
格など詳しくは、４月5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９月の予定です。

西宮浜4丁目（うちシルバー住宅２戸）、甲子園春風町（うち車
いす用住宅1戸）、六軒町、泉町、東町1・２丁目、石在町、今津
久寿川町、小松北町1丁目、甲子園九番町、高須町1丁目、甲子
園口6丁目、上ケ原七・八・十番町、田近野町、神原

普通市営住宅 計45戸（高齢・障害者等の一部優先枠あり）普通市営住宅 計45戸（高齢・障害者等の一部優先枠あり）

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（４月15日までの消印があり、かつ
1９日までの必着分が有効）を。重複申込無効

（※）配布場所は、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3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

4月 会場 時間

９日
（土）

山口中央公園
南入口付近 14：00～14：30

東三公園 14：00～14：40
すみれ台東公園 14：45～15：00
マリナパーク南バス
停北（海辺の道公園）14：55～15：35

中野青木児童遊園 15：10～15：２0

1０日
（日）

総合教育センター内北 14：00～14：２0
瓦林公園東 14：40～15：30

1２日
(火)

船坂里山学校
（船坂小学校跡施設）14：00～14：10

剣谷第三公園 14：35～14：55

1３日
（水）

清瀬台南公園 14：00～14：15
青葉台第四公園 14：30～14：45
宝生ケ丘
くすのき公園 15：00～15：10

4月 会場 時間

２日
（土）

高雄台公園 14：00～14：30
東山台東公園 14：00～14：30
花の峯第二公園 14：45～14：55
ＪＡ兵庫六甲
名塩支店 14：45～15：00

生瀬市民館 15：10～15：２5

３日
（日）

鍋倉公園 14：00～14：２0
名塩さくら台
中央公園 14：00～14：２0

名塩平成台中央公園 14：35～14：50
茶園場公園 14：40～14：50
赤坂峠公園 15：05～15：15
名塩山荘北公園 15：10～15：２5

5日
（火）

東山台北公園 14：00～14：15
名塩南台中央公園 14：35～14：50
名塩ガーデン公園 15：10～15：２0

６日
（水）

下山口公園 14：00～14：10
北六甲台天上公園 14：30～14：45

　狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により毎年1回、生
後９1日以上の犬に接種が義務付けられています。登録済
みの人には案内通知を3月下旬に送付します。通知裏面
の問診票に署名の上、下表の注射会場へご来場ください。
料金など詳しくは、市のホームページをご覧ください。

　４月から国民健康保険料をスマートフォンのアプリで支払うことがで
きます。ダウンロードしたアプリから、納付書のバーコードを読み取る
ことで、いつでも、どこでも支払うことができます。詳しくは市のホー
ムページをご覧ください。

利用可能な決済サービス

・決済可能額は30万円まで 　・コンビニのレジでは決済できません
・領収証書は発行されません
　※領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニで現金納付してください
・期限切れの納付書は使用できません
・スマートフォン決済と納付書払いの二重納付にご注意を
　※二重払いに伴う返金手続きには時間を要します

②アプリのバーコードリーダーで納付書の　　
　バーコードを読み込み
③支払い内容を確認後、決済

①利用する決済サービスのアプリをダウンロード
利用方法

注意事項

ＨＰ 98637907

スマホ決済を開始
国保料の 非接触で

安心・便利

ＨＰ 31729603

狂犬病予防注射 お忘れなく狂犬病予防注射 お忘れなく
犬を飼っている人へ犬を飼っている人へ

問 動物管理センター（0798・81・1220）

PayPay、LINE Pay、ｄ払い、J-Coin Pay、au PAY

4/1
から

※�悪天候等で中止の場合あり。なお、
指定の動物病院でも登録と予防注射
の実施は可能（案内通知の持参を）

　市は、「西宮市まちづくり賞」受賞者を決定しました。同賞は、活力と
潤いのあるまちづくりに向け、都市の基盤整備や教育・文化・福祉などの
分野で功績のあった個人・団体に贈るものです。受賞者は次の２個人1団
体です。　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため贈呈式は中止

　西宮コミュニティ協会の役員として、長年にわた
り地域情報誌『宮っ子』の発行や「コミュニティ推進
大会」の開催など地域コミュニティの振興に尽力。
現在は専務理事として会の運営をけん引するほか、
各種事業の企画・実施に精力的に取り組むなど本市
の明るく住みよいまちづくりに大きく貢献。

　犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯す
ことのないよう、地域の中で立ち直りを指
導・支援する更生保護に尽力。また、地域
の犯罪、非行の予防を図る「社会を明るく
する運動」の実施など、本市の社会福祉や
安全安心なまちづくりに大きく貢献。

問 秘書課（0798・35・3432）

西宮市まちづくり賞西宮市まちづくり賞
2個人1団体を表彰2個人1団体を表彰

西明　直子さん 西宮市保護司会

　西宮を花と緑にする会会長として、長年にわた
り「緑の募金活動」や街角を飾るフラワーポット
による緑化事業の普及啓発に主体的に取り組む。
フラワーサポーター制度の創設にも尽力し、本市
の花と緑のまちづくりの実現に大きく寄与。

椿本　和生さん

国保収納課（0798・35・315６）問

令和4年（2022年）3月25日	 （3）



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2年(2020
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するため、
通知書は送付しません。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4(2022)
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。

交通事故相談の時間等変更

　市が実施する交通事故相談は、4月
からは次のとおり実施します。
　問合せは市民相談課（0798・35・
3100）へ。
【相談日】毎週水曜（祝・休日を除く）
の午後1時～4時
【相談時間】25分間
【受付方法】事前予約。相談日前週の
火曜午前9時～相談日前日の午後5時
【相談員】弁護士
【相談方法】面談または電話

広告主を募集

　市は、次の媒体の広告主を募集しま
す。申込は必要書類を4月1日～15日
(必着)に子育て総合センター（津田町
3－40☎0798・39・1521）へ郵送。
持参も可。募集内容など詳しくは市の
ホームページ（ HP 43214236）をご
確認ください。
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】A4冊子。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）
父子手帳
父親の育児参加を促す父親向け育児啓発
書で、8月から約2年間、母子健康手帳の
交付時に配布（1万3000部発行予定）
【掲載面・広告料】A5冊子。後ろから2
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）
※ 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高い順に広告主を
　 決定

認可外保育施設等の無償化
第４期の請求は４月28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4期（1～3月
利用分）の請求受付期間は4月1日～28
日です（6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

　◆水道事業検針・収納等業務の委託
先　4月から「第一環境株式会社」が
実施。業務担当者は上下水道局発行の
従事者証を携行。問合せは上下水道局
電 話 受 付 セ ン タ ー (0798・32・
2201、0797・61・1703、078・
904・2481)へ
　◆塩瀬体育館・テニスコートの利用
時間延長(試行実施)　4・5月の土・日
曜の午前8時～9時に利用可。予約は利
用日前月11日から当日の期間に電話
で塩瀬体育館(0797・62・2565)へ
　 ◆ 男女共同参画センター ウェーブ
の図書・資料コーナーの休室　資料整
理のため4月15日～24日は休室。返
却のみ窓口で受付。問合せはウェーブ

（0798・64・9495）へ
　◆慰霊巡拝の参加者募集（厚生労働
省主催）　対象は戦没者のご遺族。巡
拝地域は、中国東北地方（旧満州地区
全域）、南方地域（フィリピン、東部
ニューギニア、インドネシア、硫黄島
など）。参加条件、日程、参加費、申
込方法など問合せは地域共生推進課
（0798・35・3032）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

インフォメーションi
information

市から

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
（ HP 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▷氏名が変わった▷修
学のために別に住所を定めた

件名 市HP 担当課
(仮称)第二次西宮市空家等対策
計画（素案） 81234128 環境衛生課（西宮浜3丁目4…庁

舎2階☎0798・35・0002）
(仮称)越木岩センター整備事業
基本構想・基本計画（素案） 28880581 地域学習推進課（プレラにしのみ

や5階☎0798・67・1567）
西宮市建築系公共施設個別施設
計画（素案） 20821460 施設マネジメント推進課（市役所

本庁舎5階☎0798・35・3040)
西宮市幼児教育・保育ビジョン
（素案） 33140476 政策推進課（市役所本庁舎4階☎

0798・35・3441）

　意見募集の結果は、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等で配布するほか、市のホームペー
ジでもご覧いただけます。

パブリックコメント 結果を公表①西宮市消費生活審議会
　(消費者教育推進地域協議会) ②都市計画審議会

③都市景観・屋外
　広告物審議会

内容
安心・安全な消費生活の
確保を目的に消費者施策
に関する事項を審議

都市の健全な発展と秩
序ある整備を図り、将
来の姿を決定する都市
計画案の調査・審議

美しい都市景観を形成
するために都市景観や
屋外広告物に関する重
要事項を調査・審議

任期 7月1日から2年間 7月1日から2年間 12月1日から2年間
人数 若干名 各2人

対象 7月1日(③は12月1日）時点で18歳以上。在勤者可。本市の他の審議会等
の委員、市職員、市議会議員を除く

市HP 57697307 22052717

担当
課

消費生活センター
(アクタ西宮西館3階
☎0798・69・3156）

都市計画課
(市役所本庁舎5階
☎0798・35・3684）

都市デザイン課
（市役所本庁舎5階
☎0798・35・3950）

各種委員を公募
　市は、各種委員を公募します。詳しくは各担当課等で配布する募集要領ま
たは市のホームページをご覧ください。
【申込】所定の応募用紙、設定されたテーマの小論文を4月22日（②③は
25日）までに各担当課へ郵送(消印有効)を。持参・メールも可
 【選考】書類審査、面接（①は必要に応じて）

　市は、市民農園・川西花園の令和4（2022）年度の利用者を募集します。
利用期間は5月1日～来年4月20日です(1年を限度に更新可)。対象は、作
物・花の栽培と農園管理が十分にでき、他の市民農園を利用していない人
(4月20日に利用期間が終了する人は申込可)。車での来園不可。

【申込】往復ハガキに、希望農園名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
電話番号を書き、3月31日（消印有効）までに農政課（〒662－8567六湛
寺町10－3）へ。1世帯につき1農園1区画のみ。記載内容の不備や複数申込、
消せるボールペンでの記入は無効。名義貸し厳禁

【抽選】4月8日に抽選。結果は申込者全員に通知

募集農園 上大市 段上 堤町 下山口 川西花園
区画数 35（8） 2 1 18（2） 26

問 農政課（0798・3４・8４9５）

★上大市は新設★上大市は新設
★ 1区画約25平方㍍。管理経費は、1区画につき年1万400円（堤町は★ 1区画約25平方㍍。管理経費は、1区画につき年1万400円（堤町は

9600円）。納入後は、返還しません9600円）。納入後は、返還しません
★各園に水道を設置（堤町は井戸）★各園に水道を設置（堤町は井戸）
★川西花園は観賞用の花のみ栽培可（野菜の栽培は不可）★川西花園は観賞用の花のみ栽培可（野菜の栽培は不可）

※カッコ内は65歳以上の高齢者優先区画数※カッコ内は65歳以上の高齢者優先区画数

　市は、甲子園浜の自然環境を保全するため、甲子園浜
の一部を条例で「生物保護地区」に指定しています。
　渡り鳥（シギ・チドリ類等）が飛来する4月1日～5月
31日は、同条例に基づき、渡り鳥の餌場確保のため指
定区域内への立ち入りを禁止します（遊歩道は通行可）。
区域内での海釣りや潮干狩りはご遠慮ください。問 甲子園浜自然環境センター（0798・４9・6４01）

阪神電鉄

西宮浜

鳴尾浜
立ち入り制限区域

枝
川

甲子園浜甲子園浜甲子園浜甲子園浜の一部を立入禁止
渡り鳥保護のため4～5月

利用者
募集 市民農園・川西花園市民農園・川西花園
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保健所・各保健福祉センターの電話受付は午前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（4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 4月(一部5月)の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

6日（水）・14日（木）・21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

山口・塩瀬
離乳食講習会

5月12日（木）
10：30～11：30

塩瀬
公民館

対象は令和3年4月～12月出生の第1
子と保護者。定員10人。
申込は3月28日から塩瀬へ

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10・11月出生の
第1子と保護者。定員24人。
申込は3月29日から

離乳食講座 15日（金）10：30～11：30 中央
対象は令和3年3月～7月出生の第1子
と保護者。定員28人。
申込は3月29日から

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12月出生、10か月児健診…令和3年6月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年9月出生、3歳児健診…平成30年11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

  7日（木）の10：00～12：
00、13：00～15：00 山口 離乳食を始める乳幼児から

高齢者の食事まで、
栄養士による相談12日（火）の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9：00～12：00 保健所

誰にも話せないしんどさや生きづらさ
などのこころの悩みについて臨床心理
士による相談。
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）13：20～14：00 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 塩瀬

15日（金）13：20～14：00 北口

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）
※発熱またはかぜ症状のある人は必ず事前予約を。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▶令和5年…2023年

5月の健診（検診）

令和5年3月31日時点の年齢で確認を【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
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

詳細は下記の各種健康診査・検診の項目を参照【受 診 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

申込期間は4月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※4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の健康診査・がん検診は
インターネット予約可。詳細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 5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）の8：45～17：15

▪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 5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）の8：45～17：15

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…4月13日（水）の10：00～12：00、13：15～16：00
JR西宮名塩駅…4月24日（日）の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、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

▷70歳以上無料 ( )

受診券の申込は
健康増進課へ。
40歳～74歳の職
場の健康保険加
入者は、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〕

▪

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
送付予定。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月末に送付予定。
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〕

▪

 要受診券 西宮市各種健康診査 受診券不要がんなど各種検診

会場 5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）、
22日（日）の8：45～12：00

0798・61・7133…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の8：45～17：15

西宮市医師会診療所 23日(月)・30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

基本健康診査
40歳以上で、令和4
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〕

すこやか健康診査
20歳～39歳。1500円

▪

胃がん（内視鏡）検診
50歳以上の偶数歳。受診券の申込は
健康増進課(HP98966487)へ。
個別検診のみ〔個  3800円〕

▪  要受診券 

同年度の受診は
どちらか一つ

みやっ子

１
歳
１
カ
月

菅
本 

陽
太
よ
う
た

（

）
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令和４年度中に対象年齢を迎える人は、早めの受診をおすすめします



子 供・子育て子 供・子育て
貝と海の生物作品展

日 4月5日（火）までの午前10時～午後
5時（入館は4時半まで）。
水曜休館
￥ 要入館料
会・問 西宮市貝類館（３３・4８８８）

親子で遊ぼう！
春のリズム体験会

日・内 下表のとおり
対 首がすわっている子～未就学児
￥・定 あり
申・問 新日本婦人の会西宮支部
（71・３920）

公民館 日程（いずれも午前10時～）
大社   ４月5・12・26日 火
浜脇   ４月7・21・28日 木
段上   ４月9・23日 土
中央   ４月15日 金

保育士による「絵の具あそび」

日 4月9日、5月14日、6月11日。
いずれも土曜午前10時～
会 甲山森林公園
対 2歳～小学生の親子
￥ 1人1500円
定 あり
申・問 同公園管理事務所
（7３・4600）

Mommy&Me英語であそぼう!

日・会 4月20日(水)午後３時～…コー
プ夙川▷27日(水)午前10時～…安井
市民館
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）

わくわく親子キャンプ

日 4月2３日（土）・24日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家(丹波市)
対 小学３年生以下の子を含む家族
￥ 1人6000円
定 15組。多数の場合抽選
申 4月８日午後5時までに同自然の家HP
問 同自然の家(0795・８7・16３３）

NIA地球っ子クラブ

日 5月～来年2月の土曜午前10時10
分～。9回シリーズ
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15日までに同協会
（３2・８6８0）

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20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HP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18・19日
問 同財団（３３・３146）

西宮市展の
作品出品

要事前
申込

西宮日本画協会展

日 ３月29日（火）～4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）

4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 ／ 市役所本庁舎1階
書（江草幽研さん）　※期間は1日～27日
ストリートギャラリー ／ 札場筋
バヌアツ・ナバンガ　ピキニニ友好協会

「南太平洋 異文化にふれるバヌアツ写真展」
※期間は1日～28日
ららストリートギャラリー ／ ららぽーと甲子園
大手前大学建築＆芸術学部学生作品
※期間は1日～26日
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

骨髄バンク支援コンサート
～春爛漫 in 夙川

日 4月4日（月）午後2時～
会 夙川公民館 定 あり
申・問 骨髄バンク支援団体 愛のかけ
はし（090・８３８5・6８21…翔方）

講座・講演会講座・講演会
相続対策セミナー

「相続対策 事前準備のすべて」

日 4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）

発達障害勉強会

日 4月17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）
※詳細は同研究所HPへ

ネイティブによる英会話講座

日 5月～来年1月の水・金曜。各コー
ス３5回シリーズ
会 西宮市国際交流協会
内 入門、初級、中級、中上級、キッズ
￥・定 あり 
申・問 4月17日までに同協会
（３2・８6８0）   ※詳しくは同協会HP

外国人のみなさん、
日本語を一緒に学びませんか？

日 5月12日～7月14日の木曜午前10
時半～。各クラス10回シリーズ

会 西宮市国際交流協会
内 入門、初級 ￥ 各2500円 定 あり
申・問 ３月３0日から同協会
（３2・８6８0）  ※詳しくは同協会HP

催　し催　し
西宮浜さくら祭

日 4月３日（日）の午前10時～午後３時。
荒天中止
会 さくら公園（西宮浜4丁目）とその周辺
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）

ブックフェア「知ってほしい、
発達障害のこと」

日 4月８日(金)～5月８日(日)の午前9
時半～午後7時。月曜、5月6日休館
会・問 鳴尾図書館（45・500３）

読み語り「あのときの王子くん
(星の王子さま)」

日 4月9日（土）の午後３時、6時～、
10日（日）の正午、午後３時～
会 門戸寄席J：SPACE（下大市東町）
￥ 2８00円。小学生以下1000円
定 あり 申・問 華夢工房
（07８・691・８954…鎌田方）

英語の歌を歌って脳トレ

日  4月1３日（水）、27日（水）の午前10
時～。2回シリーズ
会 プレラホール ￥・定 あり
申・問 同ホール（64・94８5）

ゑびす寄席

日 5月21日(土）午後2時～
会 名塩会館
内 出演は露の団四郎、笑福亭松喬ほか
対 小学生以上
￥ 1500円。65歳以上等1200円
定 60人。多数の場合抽選
申 ハガキ(1枚に4人まで)に代表者の
住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢を書き、4月17日（必着）までに
同財団ゑびす寄席名塩係（〒662ー
091８六湛寺町10ー11☎３３・３146）

◎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

健康増進課（0798・26・3667）問

～歯科衛生士のひとりごと～

健康づくりコラム3月

　新型コロナウイルス感染症に対抗すべく、皆さん「手洗い」「うがい」
を頑張っていますが、もう1つ加えたいのが簡単な「お口の体操」です。
唾液の分泌が増え、唾液の中の免疫・抗菌作用が働いてくれます。
　①顎を軽く上げ「うー」と力を入れて唇をすぼめた後、

新習慣！「手洗い」「うがい」ほんなら「お口の体操」も！◆ ◆

上田歯科衛生士

　　「いー」と唇を横に引き伸ばす
　②口を閉じたまま舌で頬を力一杯、左右交互に押す
　③頬を膨らませ、すぼめるを繰り返す
　忘れず取り組めるように洗面所に貼れるステッ
カーを作りました。皆さんも「手洗い」「うがい」
と一緒に「お口の体操」を新習慣に！

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

ちょっと待って！ちょっと待って！
ATMでの携帯電話通話ATMでの携帯電話通話

ATMでATMで
還付金・払い戻し金は還付金・払い戻し金は
受け取れません受け取れません

医療費の過払い金があります
市役所職員などを名乗り

などと から電話があります詐欺の犯人

期限を過ぎていますが
ATMで還付手続きができます

電話をしながらATM操作する人を見かけたら
「それ、詐欺じゃないですか？」と声掛け、１１０番通報をお願いします。

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）



自転車修理教室

日 4月2３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2日（消印有効）
までに同プラザ（〒662ー09３4西宮
浜３丁目８☎22・6655）

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３日（日）の午前８時～午後2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）

西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
申 ３月29日午前9時から同センター HP
問 同センター（7３・75８1）
かんたんエアロ・燃焼系エアロ教室
体験会（エアロビクス）
日・内 ４月9日(土)午前10時～…かんたん
エアロ▷11時～…燃焼系エアロ 
会 松原体育館 定 各20人。先着順
ジュニア新体操教室(日)体験会
日・対 ４月10日(日)・17日(日)▷午前10時
～…小学1年生～3年生▷11時～…小学４
年生～6年生 
会 松原体育館 定 各15人。先着順
幼児体操3歳児 体験会
日 ４月13日(水)～15日(金)の午後3時～
会 同センター、中央体育館分館、北夙川・
流通東・松原体育館 定 各15人。先着順 
大人のバドミントン教室 体験会
日 ４月1４日(木)午後7時～ 
会 松原体育館 定 20人。先着順

春の市民ファミリーハイキング

日 4月10日（日）午前10時に北山緑化
植物園入口付近に集合。雨天中止
内 北山貯水池・鷲林寺周辺など。約4㌔
定 60人。先着順
申 ３月29日午前10時から市HP
HP ８297３90８
問 能登運動場（74・３472）

ツツジ咲く季節！
しゃけごう山を歩こう！

日 4月17日（日）午前10時～
会 コープの森・社家郷山
対 5歳以上の子と保護者。大人のみ可
￥ 200円 定 あり
申・問 コープこうべ（67・８927）

健康・福祉健康・福祉
認知症サポーター養成講座

日・会 4月19日（火）午前10時～…オ
ンライン(Zoom)▷5月３1日（火）午後
1時半～…西宮浜公民館
定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会

（３1・３006）　※詳細は同協議会HP

身体障害者巡回（移動）相談会

日 4月22日（金）の午前9時～正午
会 総合福祉センター
内 義手、義足等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）

要約筆記者養成講座
(手書きコース)

日 5月10日～11月29日の火曜午後1
時半～。29回シリーズ
会 総合福祉センター
対 講座修了後に要約筆記者として活
動できる1８歳以上の人。在勤・在学
者可
￥ ３670円 定 あり
HP 29３３0３15
申・問 障害福祉課（３5・３291）

西宮市医師会 市民フォーラム
「もしかして病気？その息切れ」

日 5月2８日（土）午後2時～
会 フレンテホール 定 あり
申・問 4月1日から西宮市医師会
（26・0662 FAX26・0664）
※手話通訳、要約筆記（要予約）あり

人事募集人事募集
教育委員会の会計年度任用職員B

内 下表のとおり
申・問 特別支援教育課（３5・３８97）
※詳細は各HPで確認を
市立幼稚園の保育支援員
内 週5日28時間勤務 対 教員免許等の資格
取得者・保育補助経験者が望ましい 
￥ 日額6300円(４時間勤務日は４200円)。
賞与あり HP 70４30４39
市立小・中・義務教育学校の介助支援員
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。
賞与あり HP 57771４37

市立保育所の職員

内 下表のとおり
申・問 保育所事業課（３5・３906）
保育士（会計年度任用職員B）
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
81４5円以上。賞与あり HP 25568861
パート保育士（会計年度任用職員A）
内 月曜～土曜の午前7時15分～10時半の
うち2時間30分▷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1307円以上。賞与あ
り HP 9４56４109　※週3日勤務も募集中
※いずれも要保育士登録

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 4月17日（日）の午後1時～5時（受
付は4時半まで）
会 プレラにしのみや4階
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

高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施事業の従事スタッフ

内 高齢者の集まる通いの場への健康
教育・健康相談等
対 歯科衛生士の免許取得者
申・問 兵庫県歯科衛生士会
(07８・３41・6471)

相　談相　談
市民のための相続相談サポート

日 4月9日（土）午後2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）

助産師による妊産婦さんと
乳児の子育て相談

日 4月11日（月）の午前10時～正午、
22日（金）の午後2時～4時
内 オンライン(Zoom)・電話相談
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 4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)

　市は、市民の生涯学習を推進する企画「公民館活用促進プロジェクト」を行っ
ています。4月から始まる講座は下表のとおり。申込や内容は各主催者へ。

公民館活用促進プロジェクト公民館活用促進プロジェクト

地域学習推進課（0798・67・1567）問

※市外局番のないものは《※市外局番のないものは《07980798》》
講座名(対象) 日時 公民館 費用 申込・問合せ

初心者のための
オカリナ

①第2月曜…若竹、②第3火曜…大社、
③第４木曜…鳴尾、④第４土曜…山口。
①②④午後1時、③午前9時半～

各回1000円
（別途要教材費）

080・４7６６・
５６５１（岡嶋）

わくわく子育て診断
＆マネーお勉強会
(子育て中の人)

第3金曜、第3土曜の
午前9時４5分～ 瓦木 ー 090・8３６５・

２7５２（杉村）

ガンバル理科教室
(小学４年生～6年生) 第2・４日曜の午前9時半～ 段上 各回500円 090・６0５0・

３799（太田）

整えるヨーガ 火曜(月3回)の午前10時～ 南甲子園 各回1000円 090・8２１２・
２１9４（ギョウブ）

宮沢賢治の世界
４月18・26日、5月9・17・30
日、6月7・20・27日、7月7日
(おおむね月・火曜)の午後5時半～

夙川 各回500円
070・7６２7・
99３0
(ポラン堂古書店)

呼吸法と椅子ヨガ 第1日曜午前10時４0分～ 大社 1000円
080・４２４8・
0４１６（古田）いい呼吸とヨガ

第2日曜の①午前9時10分、②
10時20分～、第４日曜の③午
前9時10分、④10時20分～

今津 ①③500円、
②④1000円

心温まる懐かしい
ポップスコンサート

４月16日、6月11日、8月27日。
土曜午後４時～ 上ケ原 500円（小学

生以下無料)
080・３80３・
0３２６（赤澤）

健康ツボ療法
①４月17日(日)…山口、②5月23日（月)…鳴
尾東、③5月31日（火）…甲東、④6月４日（土）
…塩瀬。①④午後1時半、②③午前10時～

ー 080・５３0３・
６１78（滝川）

ハッピーマネー
お金の話＆おひる
ねアート撮影会

①４月1４日…春風、②5月12日…大社、
③6月9日…今津、④7月1４日…高木、
⑤8月４日…若竹。木曜午前9時半～

ー ３9・770１
（久原）

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）

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)～5月1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）～5月1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（4月号）
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「未来につなぐ
にしのみやの文化財」。ゲストティー
チャーは文化財課の俵谷和子さん、東
原直明さん　※放送終了後は、市のホー
ムページ（ HP 5４1４9619）から音声
配信あり

歴史と文化の散歩道
日 日曜午前8時から30分間
内 市内の文化財や博物館などを訪ね
て、西宮の歴史や文化の営みを伝えます

要申込。詳細は同館HPで確認を

①4/10 講演会「驚異の媒介者～佐藤健寿」
②4/24 ワークショップ「西宮探検」
③5/  1 オータニミュージアムコンサート
④5/15 ワークショップ「貝のお話を聞いて、○○を作ろう」

　「クレイジージャーニー」
に出演の写真家・佐藤健寿
の個展を開催します。世
界120カ国以上を巡って
撮影された、各地の「奇
妙なもの」を展示します。≪マンモス公園/中国≫

201８年 ©KENJI SATO

開館時間：午前10時～午後5時（入館は4時半まで）
休館日　：水曜　※5月4日は開館
入館料　：1200円。高校・大学生600円、小・中学生400円

問 西宮市大谷記念美術館（0798・33・0164）

佐
藤
健
寿
展

KEN
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世
界
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界
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4.2 (土) (日)6.5
関連イベント

③の申込は
4月３日午前9時
から電話で同館

西宮市大谷
記念美術館

令和4年（2022年）3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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スポーツ、文化、芸術などを楽しむ機会の減少 60.1％
離れて暮らす家族、友人、知人、恋人などに会えない 55.8％
体を動かす機会の減少などによる体調不良・健康状態の悪化 30.7％
収入の減少や支出の増加による家計の悪化 24.0％

千鳥屋宗家

翁菓舗

髙山堂

君栄堂本舗 御菓子司 昇月堂

こはく

あおやま菓匠

和菓子所 桔梗堂谷矢製餡

成田家

菓一條栄久堂吉宗

4月~来年３月のラインアップ

問 西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会
（0798・35・3169…商工課内）

（※）十日参り…1月を除く毎月10日の午前10時から西宮神社で斎行。開始時間変更
　　　の場合があるため、事前に西宮神社（0798・33・0321）へ問合せを

　西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会は、西宮神社で毎月10日
に行われる旬祭「十日参り（※）」で、参列者に数量限定で配られる
和菓子「とおかし」を謹製しています。
　「とおかし」は、市内の和菓子店によって開発され、1年を通して毎
月10日限定で各店舗でも販売されます（販売は自店の「とおかし」
のみ）。

　市は、市政に対する市民の皆さんの意識とその動向を知り、施策の
策定や市政運営の基礎資料とするため、1８歳以上の市民３５00人を対
象に「市民意識調査」を実施しています。今年度のテーマ「新型コロ
ナウイルス感染症の市民生活への影響」「宮っ子」「こども未来セン
ター」の調査回収率は５７．７％でした。

4月

同プロジェクトHPへ
詳しくは

　３月2７日（日）は、「西宮市長選挙・西宮市議会議員補
欠選挙」の投票日です。本市は、令和4年（2022年）執
行の西宮市長選挙・西宮市議会議員補欠選挙から、投票
日当日は「記号式投票」を実施します。

あらかじめ投票用紙に印刷された候補者氏名の上にある
「〇をつける欄」に、「〇」を記入して投票する方法

回
答
の
一
例

旅行をしたい 74.7％
離れて暮らす家族、友人、知人、恋人などに会いたい 64.4％
外食したい（宴会や会食含む） 62.7％
イベントや娯楽施設（カラオケや映画館など）に行きたい 48.9％

5月 6月

10月

12月

11月

７月

8月 9月

2月 ３月

　市と西宮観光協会は「西宮さくら
ウィーク2022」として市内の桜ス
ポット等を紹介するパンフレットを発
行します。
※ステージやブースの出展は行いません

※期間中に桜が散った場合は、終了期間を待たずに終了

▶選挙管理委員会事務局（市役所東館
　7階）、瓦木公民館（瓦木支所3階）、
　鳴尾・甲東・塩瀬・山口支所…午前8
　時半～午後8時
▶大学交流センター、ららぽーと甲
　子園…午前10時～午後8時

　西宮観光協会と苦楽園ストアーズミーティン
グは、阪急電車「苦楽園口」駅周辺の夙川両岸の
桜並木をライトアップします。詳しくは同協会
のホームページでご確認ください。

3月2６日（土）～４月10日（日）
日没～午後9時

　市内で桜が見られるスポットやライトアップ情報
を紹介するパンフレット「さくらまっぷにしのみや」
を発行しました。以下の場所に設置するほか、同協
会のホームページからも見ることができます。

いずれも３月2５日から▷阪神西宮お
でかけ案内所、クリエートにしのみや（ららぽー
と甲子園内）、各支所・公民館・図書館など

西宮観光協会（0798・31・7821）問

観光協会HP

夙川での花見は
　夙川河川敷緑地での花見は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、飲酒や宴会等は禁止です。その他の
公園では、飲酒が伴う花見はお控えください。

飲酒・宴会散策
阪急夙川駅から大井手橋までの両岸と夙川公民館北側の
一部は、住宅地と接しているので、午後6時から翌朝まで、
夜間の花見散策(滞在)を禁止します　※通行のみは可

4月11日(月)までの花見期間中の土・日曜は、羽衣橋から
こほろぎ橋までの交通整理を行い、西側を北向き、東側を
南向き一方通行とします公園緑地課（0798・35・3611）問

散策のみ 《花見期間中の主な注意点》

 ◆次のイベントは今年も実施しません▷越水浄水場 さくらの通り抜け…越水浄水場（0798・7４・６６1６） ▷にしのみや水道フェスタ…上下水道総務課（0798・32・8002）

実施期間
点灯時間

設置場所

さくらライトアップ苦楽園さくらライトアップ苦楽園さくらまっぷにしのみやさくらまっぷにしのみや

西宮西宮

さくらさくらさくらさくらウィークウィークはじまりますはじまります

期日前投票

（８）� 令和4年（2022年）3月25日

４月から市政ニュースは「発行日と発行日前後1日の３日間」で配布します。問合せは広報課（0798・35・3４03）へ

毎月十日は

「とおかしの日」

選挙管理委員会（0798・35・3732）問投票日の投票用紙は記号式です
西宮市長選挙・西宮市長選挙・西宮市議会議員補欠選挙西宮市議会議員補欠選挙３/

（日）
27

2 カ所以上〇を付けると無効になります!

期間は３月２６日（土）まで

市民相談課（0798・35・3100）問

市民意識調査 結果市民意識調査 結果をを公表公表

市民相談課（市役所本庁舎1階）、各支所・市民サービスセンター、アクタ
西宮ステーションなどで閲覧できるほか、市のホームページにも掲載

調査報告書の閲覧

18 歳以上の市民3500人を対象に実施
4月～来年３月の
ラインアップが決定

長引くコロナ禍において、現在困っていることや心配に感じている
ことはありますか（複数回答可）

新型コロナウイルス感染症が収束した後、何がしたいですか（複数回答可）

質問・回答の一例

問：

問：

※「新型コロナウイルス感染症の市民生活への
影響」 から抜粋

ＨＰ 87709398

記号式投票とは
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