
避難に役立つ情報の入手方法を知る

　市は、「令和4年度版西宮市防災マップ」を市内全戸に配布しました。災害時の避難方法は、住んでいる地
域や家、家族構成等で異なります。災害別に避難行動を確認し、わが家の避難プランを完成させましょう。

非常持出品・備蓄品をチェック

どこに避難するか計画する
3

自宅周辺の危険をチェック

問 地域防災支援課（0798・35・3092）

1
再配布の
受付は６/13
まで

高潮のハザードマップが新しく追加されました

防災マップは届きましたか？防災マップは届きましたか？
災害時に最悪の事態を避けるため、災害時に最悪の事態を避けるため、
しっかりと確認しましょう！しっかりと確認しましょう！

4

防災ネットとSNSを登録して、防災ネットとSNSを登録して、
ネットが使えない場合に備えてネットが使えない場合に備えて
ラジオも準備しておこうラジオも準備しておこう

2

わが家わが家のの避難プラン避難プランをを作ろう作ろう
西宮市防災マップ西宮市防災マップでで

3/22 11:00時点

非常持出品や備蓄品を確認するチェックシートを用意していま
す。最低限必要なものがそろっているかチェックしましょう

非常持出品は準備OK非常持出品は準備OK！！
足りない備蓄品を買いに行こう！足りない備蓄品を買いに行こう！

避難情報は、災害の種類ごとに対象地域を限定して発令されます。
自分に関係する情報か、しっかり確認してから行動しましょう

地域防災支援課
辻本係長

西宮市シルバー人材センター

防災マップが届いていない人は
こちらへ連絡を

【受付時間】午前9時～午後5時
☎0120・72・4833

避難先の選択肢は避難所だけでなく、親戚・知人宅等でも構い
ません。事前に避難させてもらえないか相談しておきましょう

防災マップに
避難プランを
書き込もう！

家の周りが全部真っ赤になっているな…
どうすればいいんだろう？

自分に合った自分に合った
情報の取り方を情報の取り方を
確認しよう！確認しよう！

災害時にすぐ行動できる
よう、目に付く場所に
貼っておこう！

洪水・土砂災害は在宅避難でいいけど、
高潮は立ち退き避難の準備をしないと
いけないね

1週間分の備蓄品を1週間分の備蓄品を
準備しよう！準備しよう！

災害にもいろいろな種類があります。まずは、各ハザード
マップで想定される危険を確認しましょう
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新型コロナウイルス感染症関連情報は2面に掲載



職種 対象者 基本給月額 定員 試験日程・会場

①事務A
　 (大学卒程度)

Ａ－１(ＳＰＩ)
平成6年（1994年）4月２日以降に出生した人（学歴不問） ２1万5740円

（２２歳大学卒） 15人程度 【１次試験】
　7月10日（日）

【会場】
　関西学院大学
　西宮上ケ原キャンパス

※�②の建築職は一級建築
士、電気職は電気主任
技術者の資格保有者は
1次試験を免除

Ａ－2(教養・専門試験)
②技術職
   （土木・建築・電気・機械・造園）

平成２年（1990年）4月２日以降に出生し、大学や高等専門学校など
でそれぞれの職に関する専門課程・科目等を履修してきた人

２1万5740円
（２２歳大学卒）

土木…7人、建築…3人、
電気・機械・造園…若干名

③保健師 昭和48年（1973年）4月２日以降に出生した人で、保健師免許所持
者または来春の国家試験で取得見込みの人

２4万1500円～
39万65２0円　 若干名

④消防職(大学卒程度)

平成9年(1997年)4月２日～13年(２001年)4月1日に出生し、次の
身体要件を全て満たす人(学歴不問)▷視力が左右それぞれ0.3以上
かつ両眼で0.7以上（矯正視力も可）▷赤・青・黄色の色彩の識別
ができる▷聴力、言語、運動機能等に障害がない

２3万17２5円
（２２歳大学卒） 9人程度

※基本給月額は、令和4年(２0２２年)4月1日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり。別途諸手当あり

　市は、来年4月採用の職員を募集します。募集要項は、5月25日から市のホームページで
ダウンロードできます。
【申込】5月25日～６月１5日(④は2１日まで）に同ホームページから　※紙での申込不可

（事務（事務AA・技術職・保健師・消防職）・技術職・保健師・消防職）市職員市職員をを募集募集来年４月採用

新型コロナウイルス感染症関連情報 ※5月16日時点の情報で作成

新型コロナ

ワクチン接種関連情報 【受付時間】9：00～17：30（土・日曜、祝・休日も受付）
FAX  0798・32・1030

☎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

0120・ ・622 999
西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

　4回目接種は、新型コロナウイルス感染症にかかったときの重症化予防を目的に、３回目接種を受けた日から5カ月を経過する接種希望
対象者に実施します。接種開始時期は5月下旬の見込みです。

▼身体障害者手帳（呼吸器機能障害・心臓機能障害・じん臓機能障害・肝臓機能障害）を所持している人 ▼療育手帳を所持している人

▼精神障害者保健福祉手帳を所持している人 ▼自立支援医療（精神通院医療）の受給者のうち「重度かつ継続」に該当する人

▼特定医療費（指定難病）受給者証を所持している人 ▼小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している人 ▼肝炎治療受給者証を所持している人

▼肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証を所持している人 ▼先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持している人

▼慢性の呼吸器の病気や心臓病、腎臓病などで通院・入院している人
　※対象となる基礎疾患は市HPで確認できますが、分からない場合はかかりつけ医に相談してください

▼BMI３0以上の肥満の人　 ▼重症化リスクが高いと医師が認める人

※4月末までに３回目接種が完了している人

市内約３00カ所で実施。まずは、かかりつけ医での接種の検討を

６月上旬から順次実施予定（阪神西宮会場、市立中央病院、西宮北口アク
タ会場、甲子園特設会場、山口ホール、塩瀬公民館）

発送日から1週間が経過しても接種券が届かない場合や送付先を変更する場合は市HPから手続き、またはコールセンターへご連絡を

3回目接種完了日 発送日(予定)
１月３１日までに完了(※) 5月25日

(※)一部の人は６月8日発送

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

3回目接種完了日 発送日(予定)
2月 １日～１5日 ６月 8日
2月１６日～28日 ６月22日

ＨＰ 82473434
消防局総務課
(0798・26・0119)問人事課

(0798・35・3549)問

使用ワクチン：ファイザー社、武田/モデルナ社４回目接種

60歳以上の人

18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人、
重症化リスクが高いと医師が認める人

対象、接種券の発送・申請 接種会場
個別医療機関申請不要

市が把握する人 申請不要

上記以外の人 要申請

接種券は6月15日に発送予定

市HPから申請またはコールセンターへ連絡

集団接種会場

ＨＰ 40293941

(接種対象かどうかはかかりつけ医に相談を)

①事務A ②技術職 ③保健師 ④消防職
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対  象

次の要件を全て満たす人
▶5月25日時点で、市内に住民登録している
▶配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族の遺（焼)骨（分骨は
　不可）があり、納骨壇を主としてまつる（管理する）
※すでに市立の墓地・納骨堂を使用している人（申込者の配偶者含
　む）は不可

使用料 ▶3段式…9万円～10万円(使用期間5年)
▶5段式…1万2000円(使用期間2年)、3万円(使用期間5年)

募集数 ▶3段式…21基 ▶5段式…39基
※1世帯1基（位置指定不可）

申  込

▶所定の申込書を5月25日～6月8日に斎園管理課（市役所東館7階）
　へ持参か郵送(消印有効)
▶ 申込書(案内書付き)は5月25日～6月8日に同課、各支所・市民

サービスセンターで配布するほか、市のホームページでダウン
ロード可。郵送希望者は、返信用切手140円分と「募集案内希望」、

　住所、氏名（ふりがな）、電話番号を書いたものを、6月1日（必
　着）までに同課へ郵送。配布部数は1人1通

　市は、満池谷納骨堂の使用者を募集します。

企画
内容

利用
条件

申込

　市は、「公民館活用促進プロジェクト」として、
公民館を利用した企画・講座を募集しています。
　今回は10月～来年3月実施分を募集します。

　市は、所有施設の有効活用のため、
「西宮浜総合公園」のネーミングラ
イツ・パートナー(※)を募集します。

　市は「西宮浜総合公園」と、その対岸に位置する「御前浜公園」の2公
園の管理・運営を行う指定管理者(法人・団体)を募集します。

公園緑地課（0798・35・3611)問

　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・買い物など）の新たな担い手の
養成のため、３日間の研修（座学のみ）を開催します。
　修了後に同サービスを行う民間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。

第25期 第26期

日程 6月20日(月）・22日（水）・27日（月）の
午前10時～

7月13日（水）・20日（水）・25日（月）の
午前10時～

会場 市民会館
内容 職業倫理や制度、コミュニケーションなど
申込 ソラスト（06・6265・8555…月曜～金曜の午前9時～午後5時半）

※定員あり。詳しくは市のホームページで確認を

　市は、シニア同士の助け合い事業として「西宮市シニアサポート事業」
を実施しています。
　同事業の提供会員として、掃除や草取り、買い物、外出の付き添いな
ど、高齢者の身の回りのことをお手伝いしませんか。

YouTubeにリンク

対価を支払い、施設に「愛称」として
企業名・商品名等を付ける制度

（※）

○2公園全体の運営・維持管理
○北多目的広場や多目的人工芝グラ
　ウンド等の受付など

○自然海岸保全の取組
○イベント等を活用した公園活性化

○デイキャンプ広場の運営

○公民館使用料、講師謝金、材料費の
　一部徴収可(上限あり)

○所定の応募用紙と必要書類を6月14日までに郵送（必着）
　またはメールで地域学習推進課へ。審査あり
○応募用紙は市のホームページから入手可

※詳細は市のホームページに掲載

○企業やNPO法人等の団体・個人による社会貢献活動または
　社会教育活動として行う講演会、演劇会、教室など
○グループ作りを目的に個人が行う講座
○放課後や休日に行う子供向けの生涯学習事業

○多目的人工芝グラウンド…80万円
○人工芝広場…………………40万円
○競技用自転車広場…………20万円
○スケートボード広場………20万円
○バスケットボール広場……20万円
○北多目的広場………………20万円
○トイレ(2カ所）…………各10万円

対象施設と最低制限価格(年額)

主な業務内容

愛称管理期間
来年4月1日から5年間

スケジュール

募集要項配布…5月25日～8月  1日
質疑の受付……5月25日～7月20日

  　　　　(回答は市HPで公開)
応募書類提出…6月24日～8月  1日

指定管理期間
来年4月1日から5年間

スケジュール

募集要項配布…5月25日～8月  1日
質疑の受付……5月25日～7月15日

  　(回答は市HPで公開)
応募書類提出…6月24日～8月  1日

問 斎園管理課（0798・35・3306） ＨＰ 31853612

福祉のまちづくり課（0798・35・3135）問

ＨＰ 47327167

ＨＰ 28445598

ＨＰ 44095480

※いずれも
要活動実績

登録要件 60歳以上

活動費 1時間500円。30分未満300円

活動時間 1～2時間程度

活動の様子を
動画で紹介！

ボランティア
会員の声

問 西宮市シニアサポートセンター（0798・67・0630）
受付時間　月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前9時～午後5時

満池谷納骨堂は満池谷墓地(奥畑、神原)内にあります。
月曜～金曜の午前9時～午後5時は、現地見学が可能です

ＨＰ 85227536

申込の前に、必ず案内書をご確認ください

問 地域学習推進課（0798・67・1567）

募集要項等は公園緑地課（市役所第二庁舎9階）や各ホームページから入手可

高齢の人の生活を支えていくことができ、
やりがいになっています！

個人の活動として気楽にボランティアに
関わることができる。

指定管理者

を
介護予防・生活支援員養成研修

受講料

¥0

あなた
公民館活用促進プロジェクト

使用者
募 集

申込期間 5 25 6 8ネーミングライツ・パートナー

のチカラ

市の事業で、事務局からのサポートも
受けられるので安心

西宮浜総合公園 満池谷納骨堂

西宮浜総合公園・御前浜公園

令和４年（2022年）5月25日	 （3）



特に教育的配慮が必要な
幼児の就園相談

　教育委員会は、令和5(2023)年度の
市立幼稚園入園希望者の中で、特に教
育的配慮を要する幼児を対象に「就園
相談」を行います。6月から入園を希
望する市立幼稚園へご相談ください。
詳しくは市のホームページ( HP 6417
8971)をご覧ください。
　問合せは特別支援教育課（0798・
35・3897）へ。

小規模修繕契約
希望者の登録受付

　市は、市内事業者の受注機会拡大と、
地域経済の活性化を図るため、「西宮
市小規模修繕契約希望者登録制度」を
設けています。今回は、令和4(2022)・
5(2023)年度の新規登録で、登録を希
望する全ての人の申請が必要です。
　問合せは契約管理課（0798・35・
3405）へ。
【申請方法】登録申請書などの必要書
類を6月1日～17日に契約管理課へ郵
送(消印有効)を　※登録申請書は6月1
日から市のホームページ( HP 449138
04)からダウンロード可

長寿歯科健康診査を実施

　市は、「長寿歯科健康診査」を実施
しています。対象者には5月中旬に受
診券を送付しました。来年3月31日ま
でに受診してください。受診料は無料。
　問合せは高齢者医療保険課（0798・
35・3994）へ。
【対象】①令和4年(2022年)4月1日

時点で75・80歳の人
②令和2(2020)年度受診券送付対象
者 で3年(2021年)3月31日 ま で に 受
診していない人
【受診場所】市内の委託歯科医療機関
【健診内容】虫歯・歯周病・噛(か)む
力・飲み込む力のチェックなど

　 ◆はかりの定期検査（JR神戸線以
南が対象）を6月中旬～9月に実施　
取引・証明ではかりを使用している人
は、2年に1回検査を受ける義務があ
ります。要検査手数料。対象者には事
前にお知らせ。問合せは消費生活セン
ター（0798・69・3157）へ
　 ◆5月31日「世界禁煙デー」＆5月
31日～6月6日「禁煙週間」　タバコ
は吸う人だけでなく、周りの人の健康
にも影響します。自身と周囲の人のた
めに禁煙(卒煙)を目指してみません
か。問合せは健康増進課（0798・
26・3667）へ
　 ◆6月4日～10日は「歯と口の健康
週間」　今年の標語は「いただきます
人生100年　歯と共に」。いつまでも
口からおいしく食事ができるよう、定
期的に歯科健診を受け、毎日の歯磨き
にはデンタルフロスや歯間ブラシも使
いましょう。問合せは健康増進課
（0798・26・3667）へ

　◆6月5日～11日は危険物安全週間
同期間中に、危険物施設での保安体制
の充実強化を図るための立入検査、ポ
スターの掲出などを実施。今年度の標
語は「一連の　確かな所作で　無災
害」。問合せは消防局予防課（0798・
32・7315）へ
　 ◆漏水調査にご協力を　5月下旬か
ら来年3月中旬にかけて、市から委託
を受けた調査員が、道路や各家庭の
メーター付近を調査。調査員は顔写真
付きの調査員証を携帯し、腕章・名
札・ベストを着用。調査により漏水が
見つかった場合、上下水道局職員に修
繕方法などの相談を。問合せは水道工
務課（0798・74・6664）へ

その他
　◆優良運転者表彰の申請を受付　対
象は金賞20年（営業用15年、原付30
年）・銀賞15年（営業用10年、原付
20年)・銅賞8年（営業用5年、原付
10年）以上の運転者で無事故・無違
反5年（銅賞3年）以上、前賞受賞後3
年以上経過した交通安全協会会員。申
請は6月1日～30日。申請方法など問
合せは西宮交通安全協会（0798・
33・2377）、 甲 子 園 交 通 安 全 協 会
（0798・46・0369）へ

インフォメーションi
information

市から

こども未来センター運営審議会
委員を公募

　市は、「西宮市立こども未来センター
運営審議会」の委員を1人公募します。 
　同審議会は、福祉・教育・医療の支
援や地域社会・関係機関等との連携を
行う「こども未来センター」の運営に
ついて審議します。
【任期】8月1日から2年間
【対象】8月1日時点で18歳以上。在
勤・在学者可(本市の他の審議会委員、
市職員、市議会議員を除く）　
【選考】書類審査・面接
【応募方法】所定の応募用紙、設定さ
れたテーマの小論文を6月24日までに
郵送(必着)かメールで発達支援課（こ
ども未来センター内☎0798・65・
1936）へ。持参も可　※募集要項は
同課で配布するほか、市のホームペー
ジ（ HP 89729049）からダウンロー
ド可

小児慢性特定疾病医療受給者証
更新申請は7月29日まで

　市は、令和4年(2022年)9月30日ま
で有効の小児慢性特定疾病医療受給者
証を持っている人で、引き続き受給者
証の交付を希望する人の更新申請を受
け付けます。申請期間は6月1日～7月
29日。問合せは保健予防課（0798・
26・3669）へ。

件名 市HP 担当課

西宮市都市交通計画（素案） 18214120 交通政策課（市役所本庁舎5階☎0798・35・3527）

　意見募集の結果等は、6月27日まで担当課、市役所本庁舎1階総合案内
所横、各支所等で配布するほか、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・計画を公表
食品ロス削減パートナー食品ロス削減パートナー (事業者)(事業者)を募集！を募集！

　市は、食品ロス削減を推進するため、食品ロスの削減に取り
組む事業者を募集しています。登録要件を満たしていれば、飲
食・食料品小売関係以外でも登録できます。事業系食品ロスの
削減にご協力をお願いします。

問 事業系廃棄物対策課（0798・35・0185） ＨＰ 72348238

　市は、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」と
して、幼児教育・保育の無償化の対象外の子で、多様な集団活動の実施施設
等を利用する満3歳以上の未就学児の保護者を支援します。市の審査を受け、
対象施設等として決定された施設の利用料の一部を助成します。
　対象施設等となるための審査を希望する事業者は、基準等を市のホーム
ページでご確認ください。

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3044） ＨＰ 91263412

“多様な集団活動事業の利用支援事業”“多様な集団活動事業の利用支援事業”ののご案内ご案内

問 県選挙管理委員会
（078・362・3101  FAX  078・362・3907）「選挙のお知らせ」点字・音声による無料配布

正しく使おう！

　火事や救急で119番通報するときは、落ち着いて用件をしっかり伝
えましょう。　※いたずら電話などは絶対にやめましょう

火災 救急
①第一声 「火事です」 「救急です」
②場　所 市名・町名・番地・マンション名など

③内　容 どこで何が燃えているか、逃げ遅れた人がいるか
けがや病気の内容、
傷病者の人数・性別・年齢

④氏　名 通報者の名前、電話番号など
⑤通報後 安全な場所に避難 応急手当をお願いする場合あり

問 消防局指令課（0798・26・0119）

緊急ダイヤル119番

　「救急受診ガイド」、「救急受診アプリQ助（きゅーすけ）」、または「健
康医療相談ハローにしのみや（0120・86・2438）」をご利用ください。

突然のけが・病気、どうしたら？ ＨＰ 39291087

問 消防局予防課（0798・32・7316）

　令和3年(2021年)の市内の出火件数は81件で、出火原因の上位はコ
ンロ13件、放火(疑い含む)10件、たばこ9件でした。これらの出火原因
は、3年連続で上位を占めています。
　コンロやたばこの取り扱いには、特に注意しましょう。

コンロ、たばこに注意
火災予防のために

▶コンロからは目を離さない

▶コンロ周辺を整理整頓する

▶たばこの吸い殻は完全に消火する

火災予防のための注意点

てんぷら油等が少量のときは、油の温度が急激に上昇し発火する危険がある

輻射熱は目に見えないので、コンロ付近には燃えやすいものを置かない

消火しきれていないたばこは紙類などに接触して火災の直接的な原因となる
ため、水をかける等で完全に消火したことを確認する

　県選挙管理委員会は、国政選挙、県知事選挙、県議会議員選挙の際に、
選挙や候補者の情報を点字または音声（朗読CD）にした「選挙のお知
らせ」を、視覚に障害のある人に無料で配布しています。

【申込方法】
 希望の種類（点字または音声）、住所、氏名を電話かFAXで県選挙管理委員
会へ　※一度申込すると、以後の選挙から自動的に送付
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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（6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 6月(一部7月)の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

9日(木)、16日(木)、
22日(水)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

マザークラス
（2回シリーズ）

7月13日（水）・20日（水）
の13:30～16：00 中央 対象は令和4年9月～11月出産予定の

初妊婦。定員24人。申込は6月8日から

はじめての
離乳食講座 21日（火）10：30～11：30 北口

対象は令和3年12月、4年1月出生の
第1子と保護者。定員24人。
申込は5月31日から

離乳食講座 23日（木）10：30～11：30 鳴尾
公民館

対象は令和3年5月～9月出生の第1子
と保護者。定員16人。
申込は5月31日から鳴尾へ

アレルギー
幼児食講座

7月21日（木）
10：30～11：30 北口

対象は令和2年7月～3年7月出生の子
と保護者。定員20人。
申込は5月30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4年2月出生、10か月児健診…令和3年8月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年11月出生、3歳児健診…平成31年1月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 8日（水）14：00～15：30 北口 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

1日（ 水 ）の10：00～12：
00、13：00～15：00 塩瀬 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14日（火）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9：00～12：00 保健所

こころの悩みや生きづらさなどにつ
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
ストレス、不眠など心の悩みやひきこ
もりに関する相談。実施日に（0798・
35・5066）へ　※面接は要予約

ひきこもり青年
の家族交流会 9日（木）13：30～15：30 保健所 事前に面接が必要。

申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉
相談

7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

9日（木）9：20～10：00 鳴尾
9日（木）13：20～14：20 山口
24日（金）13：20～14：00 北口

保健所家族教室 15日（水）13：30～15：30 江上
庁舎

対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）

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

7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6月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※6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 7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 7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

塩瀬公民館 28日(木)9：00～11：30 078・793・9333…6月14日～
28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 28日(木)14：00～16：30 

西宮市役所前…6月8日(水)の10：00～12：00、13：15～16：00
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）
※このほかに、追加で実施する場合もあります

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▪

前立腺がん検診　50歳以上。1000円▪

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 7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）、
24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 11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
12日（火）9：00～15：30。
予約状況によって午前のみ
実施の場合あり

078・793・9333…5月31日～6
月7日（土・日曜、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

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〕

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〕

昨年度末に受診し
た人、特定保健指
導中の人は5月以
降に受診券を送付
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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
ソフトテニスジュニア教室

日 ６月～来年３月の水曜午後5時～
会 中央運動公園テニスコート
対 小学生 ￥ あり
申・問 西宮市ソフトテニス協会
(090・３３59・4104…後藤方)

甲山でファミリーキャンプ春

日 ６月5日（日）午前10時半～
会 甲山キャンプ場
対 小学生を含む家族 ￥ 1人1000円
定 4家族。多数の場合抽選
申 5月29日までに兵庫体験活動ネッ
トワーク（080・851６・19３8…仲方）

�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり 
申 ①６月６日、②③1３日までに市HP
HP 72780858
問 同館（３7・0485）
①夙川河口の生きものウォッチング
日 6月18日（土）午後2時～ 会 香櫨園浜 
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甲山のカタツムリウォッチング
日 6月25日（土）午前10時～ 会 甲山自然環
境センター 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
③カタツムリふしぎ体験
日 6月26日（日）午後1時半～ 会 同館 
対 未就学児は保護者同伴 ￥ 要入館料 
定 8組。多数の場合抽選

進級・進学お祝い会＆
親子で行こうキッザニア

日 ６月2６日（日）午前8時半にららぽー
と甲子園1階に集合
対 ひとり親家庭の３歳～中学生の子と保護者 
￥ あり 
定 15組。多数の場合抽選
申 ６月5日までに西宮市婦人共励会
（090・509３・2988）

芸　術芸　術
６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
写真(北口幸次郎さん) ※期間は1日～29日
ストリートギャラリー�@�札場筋
アトリエつとポート作品展「フリーダム」
※期間は1日～30日
ららストリートギャラリー�@�ららぽーと甲子園
貝類館パネル・標本展示 ※期間は1日～28日
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

�西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり 問 同財団（３３・３14６）
西宮市吹奏楽団定期演奏会
日 6月12日（日）午後2時～ 会 アミティ・
ベイコムホール 対 小学生以上 ￥ 700円。
高校生以下500円  申 同財団
まちかどコンサート
日 7月1日（金）午後2時半～ 会 甲東ホール 
内 ハープ、ギター 定 100人。多数の場合
抽選 申 往復ハガキに催し名、参加人数（1
枚に2人まで）、参加者全員の氏名・住所・
年齢・電話番号を書き、6月10日（消印有
効）までに同財団（〒662－0918六湛寺
町10－11）。重複申込不可

プリンセスコンサート

日 8月６日（土）午前11時～
会 アミティ・ベイコムホール
対 ３歳以上。小学生以下保護者同伴
￥ 2000円。小学生以下1000円ほか
申 ６月３日午前10時から市民会館へ来
館　※詳しくは西宮市文化振興財団HP
問 同財団（３３・３111）

催　し催　し
大菊苗等の配布

日 5月29日（日）午前10時～
会 西宮神社 内 1３00本程度
問 西宮菊花協会
（090・３84３・7904…長崎方）

市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
中央図書館（33・0１89）
展示＆ブックフェア
「からだの声に耳をすませて」
日 6月3日（金）～7月6日（水）の午前9時半
～午後7時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
北部図書館（33・0１89…中央図書館）
展示＆ブックフェア「本当に大丈夫！？
大雨、台風の前にできること」
日 6月4日（土）～7月5日（火）の午前9時
半～午後6時

※いずれも月曜休館

�ロンドリーナウィーク

日・内 下表のとおり
ブラジルとロンドリーナのパネル＆写真展
日 6月6日（月）～13日（月）の午前10時～
午後6時(6日は正午から。13日は4時まで) 
会 西宮市国際交流協会 内 移民の国ブラジ
ルに根づいた日本の食文化など 
問 同協会（32・8680）
ブラジル音楽の世界へようこそ
「昼下がりの午後ライブ」
日 6月12日（日）午後3時半～ 会 大学交流
センター 内 歌、ピアノ、チェロのトリオに
よるボサノヴァやサンバ演奏など 
￥ 500円。小学生以下無料 定 あり 
申・問 秘書課（32・8672）

�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・託 あり
申・問 ウェーブ（６4・9495）
働く女性のための夜活
「この症状ってプレ更年期？」
日 6月23日（木）午後6時半～ 
対 おおむね35歳以上の女性 ￥ あり
託児付き上映会「妻の愛、娘の時」
日 6月24日（金）の午前10時、午後6時半～  
男性は性差別にどう向き合えるのか？
日 6月25日（土）、7月10日（日）、8月27
日（土）、9月24日（土）、10月29日（土）の
午後2時～。5回シリーズ 対 男性 
ようこそ西宮へ！
～転勤・転入ウエルカムカフェ
日 6月27日（月）午前10時～ 
対 関西圏に転入してきた女性 

西宮お手玉遊び教室

日 ６月4日（土）の午後1時半～３時半
会 市民交流センター
問 西宮お手玉の会（３4・4６27）

こどもが店主のフリーマーケット

日 ６月5日（日）の午前9時半～午後３時半
会 西部総合処理センター管理棟
問 リサイクルプラザ（22・６６55）

若竹将棋まつり

日・内 ６月18日（土）▷①午前10時～
…小学生の部▷②午後1時～…一般

（ランク別）の部
会 若竹生活文化会館
対 ②は中学生以上。在勤・在学者可
定 あり
申・問 同館（６7・7171）

外国人の皆さん、自分でゆか
たを着てみませんか？

日 ６月2６日（日）午後1時半～
会 西宮市国際交流協会
対 外国人の女性 ￥ あり
定 10人。先着順
申 5月３0日午前9時45分から同協会
（３2・8６80）

◎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

月分 6
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)～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)～7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）～7月3日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

募集
テーマ「ボクのワタシのうちゅう（宇宙）」の絵

大手前大学（0798・34・6331）問

対象 小学1年生以下 規格 A3の画用紙にテーマの絵（彩色あり）
募集数 40枚程度。多数の場合選考（選考結果は7月末頃にお知らせ）

応募先
画用紙の裏に応募者の氏名、住所、保護者氏名、電話番号、
メールアドレスを書き、6月30日（必着）までに大手前大学現代
社会学部（〒662－0961御茶家所町6－42…山下方）へ郵送を

自分の絵を遊具に描いてもらおう！自分の絵を遊具に描いてもらおう！

　市と大手前大学は、交通公園（久保町）の老朽化した遊具を学生たちが塗り替え
る「色のチカラで子育て支援・いろいろワクワクPJT」を進めています。今回は、
同公園にあるロケット型の遊具に描く絵を募集し、子供たちから応募された絵を
学生たちが遊具に描きます。ぜひ、応募ください。

健康増進課（0798・26・3667）問

～管理栄養士のひとりごと～

健康づくりコラム5月

　食事に意識を向けて食べていますか？スマホやテレビを見なが
ら、家事や仕事をしながら、とりあえずお腹を満たすために食事を
口にかきこむ。そんな人も多いのではないでしょうか。食事時間は
意外に短いものです。食事に集中することで、咀嚼（そしゃく）が
増し、消化吸収も良くなり、適正量で満足でき
ます。
　慌ただしい毎日だからこそ、1日1回、ある
いは休日だけでも彩り・香り・温度・触感・
音・味などを五感で感じて食事を味わい、ほっ
とする時間を作ってみませんか。

６月は食育月間！味わって食べよう◆ ◆

山本管理栄養士

東京2020オリンピックの種目としても
採用された「３人制バスケットボール」。
プロリーグ「３x３.EXE PREMIER」のシー
ズン開幕戦を西宮で開催！

「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

シーズン開幕戦

３人制バスケットボールプロリーグ

ららぽーと甲子園 G駐車場

3x3.EXE PREMIER事務局（03・6870・6009）問

６月４日（土）1３：00－17：00
11：00－19：３0６月５日（日）

入場無料

会場

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

（6）� 令和４年（2022年）5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）



講座・講演会講座・講演会
チーム発想術
皆の知恵で組織を進めよう！

日 ６月7日（火）午後６時半～
会 市民交流センター
内 日本ファシリテーション協会フェロー
によるアイデアを集めてカタチにする講座
定 あり
申・問 同センター（６5・2251）　
※詳しくは同センターHP

インボイス制度説明会

日 ６月8日（水）午前10時、2３日（木）午
後2時、7月６日（水）午前10時～
会 西宮税務署別館 定 あり
申 各開催日の３日前までに同署（３4・
３9３0） ※自動音声案内で「2」を選択

神戸女学院大学女性学インスティ
チュート　特別講演会(オンライン)

日 配信期間は６月17日(金)～24日(金)
内 テーマは「女性が兵士になるということ」
申・問 同大学（51・8545） 
※詳しくは同大学HP

個人事業者のための
やさしい簿記教室

日 ６月20日～8月1日（7月18日を除く）
の月曜午後2時～。６回シリーズ
会 西宮商工会館
￥ ３000円 定 あり
申・問 西宮納税協会（３３・521６）

普通救命講習会

日 ６月22日（水）午前9時半～
会 消防局 定 10人。先着順
申 ６月1日から市HPか救急課
(３8・６577) HP 5３３1６7３６

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
市民体育大会ボウリング大会

日 ６月5日（日）▷①午前10時～…６
ゲーム▷②11時～…３ゲーム
会 E－BOWLトマト西宮
内 アメリカ方式、ハンディキャップ制
対 在勤者可。小学2年生以下は保護者同伴
￥ ①３800円、高校生以下2800円、
②1900円、高校生以下1400円
申 ６月4日までにE－BOWLトマト西
宮（72・9011）

ロープで木登り！
大人のツリーイング体験

日 ６月11日（土）の午前10時半、午後1時～
会 甲山森林公園 
対 18歳以上
￥ 各３500円 定 あり
申・問 同公園管理事務所（7３・4６00）

海づり広場�市民招待デー

日・内 市内在住者は証明書提示で６月
12日（日）の午前６時～午後10時の入
場料が無料
会・問 鳴尾浜臨海公園 海づり広場
（40・7６50）

スクール・資格スクール・資格
甲種防火管理新規講習

日 7月7日（木）・8日（金）の午前10時
～。2回シリーズ
会 市役所第二庁舎３階 
￥ 5000円 
定 約50人。多数の場合抽選
申 ６月2日～9日に市HP
問 消防局予防課（３2・7３1６）
HP 85475517

健康・福祉健康・福祉
聞こえる人と聞こえにくい人の
コミュニケーション講座

日 ６月11・18・25日。いずれも土曜
午後1時半～。３回シリーズ
会 総合福祉センター
対 18歳以上。在勤・在学者可 ※難聴
者やその家族も参加可
定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会
（３1・３00６ FAX2３・３910）
※詳しくは同協議会HP

西宮市健康市民講座

日 7月2日（土）午後2時～
会 西宮市医師会看護専門学校・西宮
医療会館（池田町）
内 講演「お天気の蓬莱さんが話す気象
と防災の話」、健康相談会など
定 100人。多数の場合抽選
申  往復ハガキ（1枚に2人まで）に催し
名、住所、氏名、電話番号を書き、６月17
日（必着）までに西宮医療連盟（〒６６2
－0911池田町1３－2☎2６・0６６1）

前期健康講座

日 7月６日（水）午後1時半～
会 総合福祉センター
内 テーマは「人生100年時代に向け
た若返り美容と健康」
対 ６0歳以上 定 ６0人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、年
齢、電話番号を書き、６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）

人事募集人事募集
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）
夏の市立保育所アルバイト
内 7月1日～9月30日のうち数週間～数カ
月。月曜～金曜の午前8時25分～午後4時
40分。勤務時間は応相談 ￥ 日額8850円
（保育士未登録者は7800円） 定 あり 
HP 49495374
短期間保育士
内 月曜～金曜の午前8時～午後4時15分、
午前9時15分～午後5時30分のいずれか。
勤務月数は応相談 対 保育士登録者
￥ 日額8980円 　
保育補助員
内 月曜～金曜のうち3日以上。午前8時～
正午、午後2時30分～6時のいずれか 
￥ 1時間1000円 

市立北山学園�パート保育士

内 発達・知的障害児の保育・療育。月曜
～土曜のうち３日以上。午前9時３0分
～午後2時３0分 対 保育士登録者
￥ 1時間1100円 定 若干名
申・問 同学園（71・8027）

社会福祉事業団の職員

内 下表のとおり 定 若干名
申・問 同団（３4・2６11）
正規職員（ホームヘルパー）
内 ホームヘルパー派遣センターでの介護・
事業所運営業務 対 昭和57年（1982年）4月
2日以降に出生し、介護福祉士資格取得者  
契約職員（介護支援専門員）
内 居宅介護支援事業所でのケアマネジメ
ント業務等 対 介護支援専門員登録者（取
得見込みも可） 

樋之池プール（北夙川市民プー
ル）臨時職員

内 ①プール監視業務、②受付・改札業
務、③看護師。いずれも7月1日～8月
３1日の①②午前9時半～午後６時半、
③午前9時45分～午後６時。土・日曜、
祝・休日勤務あり。勤務日は応相談
対 ①②高校生以下不可、③看護師ま
たは准看護師
￥ 日額7424円以上
定 ①３0人、②６人、③2人
申・問 北夙川体育館（70・19３2）

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 ６月8日（水）・22日（水）の午前10
時～正午
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�６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）

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス

６月1日～15日…危険物安全週間
について、1６日～３0日…救急講
習会について

※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（６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。6月のテーマは「暮らしを支える 
西宮の市場・商店街」。ゲストティー
チャーは総務課公文書・歴史資料チー
ムの豊田みかさん、住田未絵さん
※放送終了後は、市のホームページ（ HP
54149619）から音声配信あり

６月定例市議会�生中継
日 6月24日（金）・27日（月）～29日（水）
の午前10時～ 内 6月定例市議会の一般
質問を生中継

６月５日（日）午前８時半スタート！

「市長 と知ろう 西宮」  　

日 第1日曜午前8時半から20分間 
内 市政への思いからプライベートまで、
何でもインタビュー

新番組
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【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)



　自然災害などの影響で停電が発生した場合、
マンションやビルなどの高層建築物では、電気
を必要とするポンプ等が停止し、断水が発生す
ることがあります。
　マンションやビルなどには、電気を必要とし
ない非常用給水栓が地上付近に備えられてい
ます。その位置の確認や使用方法は、管理会社
等にお問い合わせください。

会場 時間 出演 定員 入場料

1階
11:00～ 糸あやつり人形劇団みのむし 100人

小学生以上1公演
につき300円

（未就学児は無料）
15:00～ 人形劇団京芸 100人

4階 13:00～ 人形劇屋たくたく堂
（対象：0歳～２歳と保護者） 60人

1週間分の食料1週間分の食料 アルファ化米、缶詰、乾パン、
インスタント・レトルト食品等

1週間分の飲料水1週間分の飲料水 大人1人当たり1日3㍑を目安に

燃料等燃料等 カセットコンロ、ガスボンベ等

食品用ラップフィルム食品用ラップフィルム お皿にかぶせるなどして節水に

トイレ用品トイレ用品 簡易トイレ、トイレットペーパー

生活用水生活用水 お風呂の残り湯の活用など

飲料水飲料水 非常食非常食 貴重品貴重品 救急用品・医療救急用品・医療
品、感染防止品品、感染防止品

500㍉㍑の
ペットボトルを
２・3本程度

食べやすく、
保存期間が長く、
調理せずに
食べられるもの

・現金（公衆電話
　用に10円玉）
・通帳　・印鑑
・健康保険証
・免許証の写し   
　　　　　など

・消毒薬
・包帯
・三角巾
・マスク
・体温計など

※上記のほかにも、家族構成や世帯事情に応じて必要なものを入れておきましょう

６月９日までに
市のホームページから

　市と西宮人形劇グループ連絡会
は、6月26日(日)に市民会館で「西
宮人形劇まつり」を開催します。
プロの人形劇団による人形劇をお
楽しみください。要申込。定員あ
り。多数の場合抽選。

すぐに避難できるように最低
限必要なものを非常持出品と
して準備しておきましょう

災害発生後数日は、普段通りに買い物ができないことが考えられま
す。自分や家族の生活必需品を日頃から十分準備しておくと安心です

　西宮市大谷記念美術館は、和泉市久保惣記念美術館が所蔵する日本
や中国の絵画、書、工芸品などの古美術を中心に展示します。珠玉の
コレクションをぜひ西宮でご堪能ください。

　市は、地域で自主的に、家庭から排出される新聞やダンボールなど
を回収し、ごみの減量と再資源化に取り組んでいる団体へ奨励金を交
付しています。奨励金の交付には事前登録が必要ですので、希望団体
は登録手続きをしてください。

【対象】次のいずれの要件も満たす営利を目的としない市内の地域団体
　　　　▷世帯数20世帯以上または構成人数20人以上
　　　　▷年2回以上かつ半年間に500㌔㌘以上の再生資源を回収
　　　　※今回の新規登録団体は、7月回収分から奨励金交付の対象
【新規登録手続き受付期間】6月1日～30日（毎年6・12月に受付）

ＨＰ 3９242335

ＨＰ27528782

　市民の皆さんで組織された団体や学校、
事業所などが、市内の公園・道路など公共
の場所を清掃する「わがまちクリーン大作
戦」が6月5日（日）に行われます。清掃中
に発見した粗大ごみなどの不法投棄物は移
動させずに、投棄されている場所を美化企
画課へ連絡してください。

団体によっては実施日が異なる場合があります。実施の有無につい
ては、各団体にお問い合わせください

ＨＰ ６６271772

申込

ＨＰ 8９143322問 給水装置課（0798・32・2229）

マンション・
ビルなど

①6/18 講演会「和泉市久保惣記念美術館の成り立ちと現在」
②6/25 講座「中国の青銅器－彝（い）器・鏡・帯鉤（たいこう）」
③7/  2 講座「交換展を楽しむ－久保惣コレクションの絵画の魅力」
④7/  9 講座「若冲〈乗興舟〉の謎」
⑤7/10 オータニミュージアムコンサート
⑥7/18 ワークショップ「浮世絵入門～摺（す）りミニ体験」

高置水槽

ポンプ

受水槽

水道本管

非常用給水栓

梅雨・台風シーズン到来梅雨・台風シーズン到来

いざというときの準備 できていますか？いざというときの準備 できていますか？
非常持出品 非常用備蓄品

停電停電が原因のが原因の断水断水にに備えて備えて

みんなの力でまちをきれいに
6/56/5（日）（日）わがまちクリーン大作戦わがまちクリーン大作戦 ごみごみのの再資源化再資源化にに取り組む団体取り組む団体にに奨励金奨励金

６月は『環境月間』

西宮で観（み）る 至高の美術

和泉市久保惣記念美術館展

@西宮市大谷記念美術館
【開館時間】午前10時～午後5時（入館は4時半まで）。水曜休館
【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）

6.18 7.24(土) (日)

要申込。詳細は同館HPで確認を

（※）市内在住者は証明書提示で1000円

西宮人形劇まつり人形劇まつり

詳
し
く
は
防
災
マ
ッ
プ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

必
ず
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
！

@@市民会館市民会館

6/２66/２6（日）（日）

『『宅地防災相談』宅地防災相談』で相談を
自宅周辺の擁壁・がけ面等で不安な箇所は相談

無料

地図、気になる箇所の
写真があればご持参ください

地震の影響で擁壁が崩れ、傾いた家

【日時】5月30日（月）～6月1日（水）の
　　　午前９時～正午、午後1時～5時半
【会場】開発審査課（市役所第二庁舎11階）

青
銅
　
犠
首
龍
文
卣

成人男性で15㎏
成人女性で10㎏
を目安に

関連イベント

問 文化振興課（0798・35・3425）

問 美化企画課
　　　　　　（0798・35・8653）

ＨＰ 42547283問  開発審査課（0798・35・3602）

ローリングストックローリングストック方式がおすすめ！方式がおすすめ！

申込は６/9まで

⑤の申込は
6月12日午前9時
から電話で同館

問 地域防災支援課（0798・35・3092）

（８）� 令和4年（2022年）5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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