
10 月下旬給付予定

担当課

(※1) 所得基準：扶養義務者 (父母等 ) 全員の市町村民税所得割額の合計が 23万 5千円
(※2) 高 校 生：在学の有無は問わず、18歳到達後最初の 3月 31日までが対象
(※3) 通　　院：1医療機関当たり 1日 800円を月 2回まで (3 回目以降無料 )

入　　院：定率1割負担 (上限 3200円 /月 )。3カ月を超える入院は 4カ月目以降無料

医療年金課 (0798・35・3131)

0 歳～中学生までの子供がいる世帯を経済的に支援

高校生まで拡大！基準額以上も支援！

物価高騰でも子育てをサポート！

「こども医療費助成制度」の助成対象を拡大来年 1月から実施予定

24109048HP
以　上
基準額

未　満
基準額

0歳 1歳～
小学 3年生

小学 4年生～
中学生 高校生

通院・入院無料

通院 800円、入院 3200円 (※3)

中学生以下 の子供は、 1・2・3いずれかの支援を受けることができます

原則申請不要。ただし、3でDV等により住民票を市内に異動できていない人は、11月 11日までに要申請 (詳細はHPへ )

電子
マネー

等で

12 月以降給付予定

19759770HP

給食費 万円給付1万円給付1
担当課 学校給食課 (0798･35･3861) 担当課 学事課 (0798･35･3851) 担当課 子供支援総務課 (0798･35･3754)

円

10 月～来年 3月分

32938974HP

仮

98419524HP

現金で

就学奨励金受給世帯
生活保護世帯

就学奨励金受給世帯
生活保護世帯など
給食費負担のない世帯 (基準日は 9月 30日 )

0 歳児～ 6歳児と私立小・中学生等
（12月頃給付予定）
1・2の支援対象外の市立小・中学生
（来年 2月頃給付予定）

対象外 対　象

市立小･中学生 就学前児童､私立小･中学生 等

対　象 ※9月 30日時点
こちらで
給付

1 2 3

新たな

拡大しました

　全ての子供に行き届く子育て支援を目指し、９月定例
市議会に子育て世帯への支援策を盛り込んだ条例改正・
補正予算に関する議案を提出し、承認をいただきました。
　こども医療費助成制度については、まずは助成対象を
高校生まで拡大するとともに、所得制限で助成対象外だ
った世帯への支援も拡大しました。

　従来は助成無し(3割負担)の ｢所得基準額(※1)以上の
小学4年生～中学生」と「高校生(※2)」が、新たに助
成対象になります。

　こども医療費助成制度の拡大等、子育て世帯への支援策を盛り込んだ補正予算が、９月定例市議会で
可決されました。各事業は順次実施していきます。詳しくは各ホームページでご確認ください。

　また、国の地方創生臨時交付金を利用し、コロナ禍で
の物価高騰等対策として、中学生以下の子供のいる全て
の子育て世帯が何かしらのサポートを受けることができ
るメニューを策定しました。
　子育て世帯の皆さんが、西宮で安心して子育てができ
る環境づくりに引き続き取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症関連情報は2面に掲載
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（2）� 令和4年（2022年）9月25日

　国の通知に従い、9月26日から、医療機関から保健所への陽性者の発生
届の対象が変わります。これに伴い、重症化リスクのある人等を除いて
保健所から陽性者への連絡は無くなります。

　市は、コロナ禍に、介護・障害福祉サービス等を継続している事業所
に対して、引き続き感染防止対策を強化しつつ事業を継続するための支
援給付を行います。申請は１１月１9日まで。申請方法など詳しくは市の
ホームページ（ HP55895680）をご確認ください。

※療養期間の途中で症状が出た場合、
　「症状が出た日が0日目」となります

症状なし
例 0日 1日 2日 … 5日 6日 7日 8日

症状がない 解
除検体採取日の翌日から7日間検体採取日の翌日から7日間採取 陽性

症状あり 発症日の翌日から7日間、
かつ症状軽快後24時間経過するまで

検体採取日の翌日から7日間

（※）短時間で、食料品・生活必需品の買い出しなどに限定

症状がない場合は0日目から、また、症状軽快後２４時間経過すれば、
マスク着用、公共交通機関の利用不可を条件に外出可（※）

例 0日 1日 2日 … 7日 8日 9日 10日

2日目に
症状軽快

解
除

8日目に
症状軽快

解
除

発症日の翌日から7日間発症日の翌日から7日間
発症 軽快

症状軽快から24時間経過後症状軽快から24時間経過後

軽快発症

・濃厚接触者の待機期間…最終接触日の翌日から原則5日間

※入院した場合は、療養期間が延びることがあります

ワクチン接種は強制ではありません。体質や持病等で、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

西宮市福祉サービス事業所給付金コールセンター（050・5371・1726）問 《受付時間》１0：00〜１6：30（土・日曜、祝・休日を除く）

初回（1・2回目）接種を完了していて、初回、３回目、4回目の接種から
5カ月以上経過している12歳以上の人

接種券を持っている人（３回目未接種、4回目未接種）は、
お持ちの接種券で接種できます

●

● ３回目を接種済みで、10月に接種対象になる人（※）には、
９月2８日に接種券を発送します
（※）前回の接種から、１0月に5カ月を経過する人

接種会場

５日目に検査キットで５日目に検査キットで
陰性を確認の場合は５日間陰性を確認の場合は５日間

2・3日目に抗原定性検査キット（薬事承認されたもの、自費
で購入）で、2回とも陰性の場合、3日目から待機解除可

07９８・26・2240 0798・33・117４FAX
(土・日曜、祝・休日は17:00まで)9:00～19:00受付時間：

新型コロナウイルス
医療相談窓口

最新情報は
市HPへ受付時間：9:00～17:30(土・日曜、祝・休日も受付)

0120・622・９９９新型コロナワクチン接種
コールセンター

9/16時点情報
新型コロナワクチン接種関連情報

フォローアップ体制変わります
陽性者への

オミクロン株対応ワクチン接種
　市は、9月下旬から、オミクロン株対応ワクチンの接種を開始します。

ワクチン供給量等も勘案し、国の方針に基づいて接種を進めます

オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が
短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されます（国通知）

▶オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回
▶新型コロナワクチン接種が受けられる期間は来年３月末まで

接種券

接種できる時期

接種会場・予約受付開始日

個別医療機関

阪神西宮会場（産所町10ー２）▷市立中央病院▷塩瀬公民館
※山口ホール、甲子園特設会場も今後実施予定

ファイザー社　※オミクロン株対応ワクチン

モデルナ社、ファイザー社　※いずれもオミクロン株対応ワクチン集団接種会場

●ファイザー社➡12歳以上
●モデルナ社　➡1８歳以上が接種可能NEW

接種対象者

陽性者の自宅療養期間は？

新型コロナウイルス感染症関連情報
9/16時点情報

介護・障害福祉サービス等を継続する事業所を支援
申請は

11月1９日まで
新型コロナウイルス感染症に係る事業継続包括支援給付金

次の全てを満たす事業所▶介護保険サービスまたは障害福祉サービス等を提
供している市内の事業所▶令和4年（2022年）4月から申請時点まで継続して
介護・障害福祉サービス事業等を実施していること

対象（事業所）

①９月下旬から ３回目接種が完了した60歳以上の人、
18歳以上の基礎疾患がある人、医療従事者等

②10月中旬から ①以外の全ての接種対象者　※上記「接種対象者」を参照

予
約
開
始

市ＨＰまたは
コールセンター

受付中 ：9月２8日～10月9日接種分

9月28日（水）から ：10月10日以降接種分

予
約
開
始

市ＨＰまたは
コールセンター 9月28日（水）から ：10月10日～２3日接種分

医療機関へ直接予約 随時受付 ：10月6日以降接種分

9/26から

主
な
質
問
と
回
答

陽性者の外出について
保健所・医療相談窓口

医療機関 自主検査
陽性判明

①65歳以上　②入院の必要性あり
③重症化リスクがあり、かつ新型コロ
　ナの治療薬投与または新型コロナ
　により酸素投与が必要　④妊婦

医療機関から保健所に発生届医療機関から保健所に発生届

重症化リスクのある人 65歳未満で
軽症・無症状の人

07９８・26・2240
0798・33・117４FAX

(土・日曜、祝・休日は17:00まで)
9:00～19:00受付時間：

療養証明は発行されません

※医療機関を受診した陽性者には、
　「保健所からのお知らせ」を配付

保健所から連絡あり
保健所から連絡なし

体調不安・悪化時の相談

NEW
西宮市療養
サポートセンター
・健康医療相談　
・必要な支援窓口を案内
・必要に応じて医師へ相談　など

希望者は希望者は
こちらで登録をこちらで登録を

HP 62578963



学校改革課（0798・35・3800）問

西宮浜義務教育学校 西校舎

　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。　※来年４月に就学の全学年が対象

就学の流れ、学校の様子、
学校見学など

ＨＰ 53531003

就学説明会を開催
総合教育センター付属西宮浜義務教育学校

◆市内在住者は誰でも通学できます

◆入学試験はありません。多数の場合は抽選

※原則徒歩か公共交通機関で通学。
　小学１年生～４年生は車での送迎可

▷市内に在住であれば、校区外からも
　通学可
▷通学区域特認校制度により６２人が
　校区外から就学中

10月3日午前９時～2４日午後5時半
・電話で学校改革課へ
・市のホームページから

10月２９日開催：就学説明会

午前中にはオープンスクール
も実施！授業の様子を直接見
ることができます。詳しくは
10月4日から市HPで確認を

　県は、地域の見守り力の向上を図るため、防犯カメラを新たに設置
する地域団体に補助金を交付します。
　申込は１0月2１日まで。申込方法など詳しくは市地域防犯課へ。

問 市地域防犯課（0798・35・3474）

2次
募集 防犯カメラ設置に補助金交付

【対　象】自治会、防犯協会、
　　　　 まちづくり防犯グループなどの地域団体

【補助額】１カ所につき上限6万円

地区体育館（問合せは各体育館へ）

【利用できる施設・申込不要】

西宮スポーツセンターでは通常、上記の設備を有料で利用
できるほか、さまざまな教室を開催中。
詳しくは同センターホームページで確認を

無料
開放

10月10日（月・祝）の「スポーツの日」に、
地区体育館や西宮スポーツセンターを
午前9時～午後5時の間、無料開放します

　教育委員会は、１2月～来年１月末の各学校が指定する日に、学校教
育に支障のない範囲で、市立中学校の体育施設をスポーツ活動の場と
して市民に開放します。施設の使用には、事前登録が必要です。
　ぜひ、ご利用ください。

【開 放 日 時】１2月１日～来年１月３１日のうち、各学校が指定
　　　　　　　する月曜～金曜（祝・休日を除く）の午後6時半
　　　　　　　～８時１５分。週１日程度
【開放予定校】甲武・学文・浜甲子園中学校…体育館

　 　 　 　 　 　 　上甲子園・今津中学校…格技室
【  対　  象  】スポーツ活動を目的とした１0人以上のグループ。   
                     在勤・在学者可 
　　　　　　　※その他要件あり
【申 込 期 間】９月26日～１0月３１日
　 ※申込多数の場合、抽選により利用団体を決定する可能性あり

※登録要件、申込方法など詳しくは市のホームページで確認を

西宮スポーツセンター（0798・73・7581）

　市と教育委員会は、放課後等に学校施設や
社会教育施設を活用し、子供の自主的な活動
の場をつくる「放課後キッズルーム事業」を
進めています。実施にあたり、浜脇小学校の
「見守りサポーター（有償）」を募集します。

※中学生以下は保護者同伴で参加を
※サーキットタイムは午前１0時、午後2時から開催

問 地域学校協働課（0798・35・3652）

活動場所 浜脇小学校
活動開始予定 ９月末頃から順次（応相談）

活動日時
下記の時間内の希望日・時間帯での活動
・給食実施日の放課後や夏季休業中の午前中
・活動時間はおおむね放課後から下校時刻まで

活動内容 安全な事業実施のための見守りや子供たちへの声掛け等

謝礼金
・１回の活動につき２０００円（交通費・所得税込み）
・活動時間が２時間に満たない場合は１０００円
　　　　　　１時間に満たない場合は支給なし

申込 等

１０月１4日(必着)までに登録申込書等(※)に
必要事項を記入し、地域学校協働課（市役
所本庁舎6階）へ
(※)同課、市のホームページから入手可

見守りサポーターを募集 浜脇小

１２月・来年１月　スポーツ活動にご利用を

ＨＰ 68４９7627学校管理課（0798・35・384１）問

ＨＰ 62116４73

　市は、「介護職再就職支援講習」を開催します。復職を考えている人も、
資格を持つ未経験の人も、ぜひこの機会にご利用ください。

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3１35） ＨＰ ９2070652

日程 会場 講習内容

１０月
  7日(金)

午後０時半～ 市民
会館

高齢者の尊厳、移動・移乗、車いす操作等
１２日(水) 衣服着脱、食事介助等
１4日(金) 体位変換、排せつ、終末期の介護技術等

※受講料無料。定員あり。１回のみの参加も可

もう一度介護の仕事しませんか？

【申　込】ソラスト（06・6265・8555）
　　　　　　※月曜～金曜の午前９時～午後５時半。祝・休日を除く

受講者
募集 介護職再就職支援講習

放課後キッズルーム事業（直営型）

１0月2９日（土）午後１時～。約2時間程度日時

場所

内容

申込

　各地区の市立体育館でクォーターテニスやバドミントン、卓球が
できます。　※松原体育館ではトレーニング室・走路も開放

体育館 電話番号
中央体育館分館 ０7９8・67・０77１

今津体育館 ０7９8・48・48２8
鳴尾体育館 ０7９8・46・１333
甲武体育館 ０7９8・5２・5２９3

北夙川体育館 ０7９8・7０・２２２２
松原体育館 ０7９8・33・3878

流通東体育館 ０78・９０3・38０１
塩瀬体育館 ０7９7・6２・２565

【申　込】
各体育館で当日、各種目開始
１５分前から受付

※用具の無料貸出あり（上履き
　などは各自持参）
※各種目の開始時間などは各体
　育館へ問合せを

種目 制限時間
（１人１回まで） 定員 持ち物

マシンジム ２時間 ２０人 上履きなど
卓球 １時間 4台

（１台最大4人） 上履きなど

ゴルフ練習場 １時間 7人 ゴルフクラブ

各地区の市立体育館・西宮スポーツセンター
10月10日はスポーツの日！この機会にスポーツを

※県の防犯カメラ
　設置補助は、今年度中
　に1団体２カ所まで

令和４年（2022年）9月25日	 （3）

中学校体育施設中学校体育施設をを開放開放



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（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

13日(木)、20日(木)、26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

はじめての
離乳食講座 18日（火）10：30～11：30 北口

対象は令和4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（金）10：30～11：30 中央
対象は令和3年9月～4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29日（火）
10：30～11：30

塩瀬
公民館

対象は令和3年10月～4年6月出生の
第1子と保護者。定員10人。
申込は9月28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4年6月出生、10か月児健診…令和3年12月出生、
　　1歳6か月児健診…令和3年3月出生、3歳児健診…令和元年5月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 26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

5日（水）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21日（金）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

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 13日（木）13：30～15：30

地域活動
支援

センター
（※）

事前に面接が必要。
申込は（0798・35・5066）へ

（※）necoris（名塩山荘）

精神保健福祉
相談

  4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

13日（木）13：20～14：20 山口
21日（金）13：20～14：00 北口
27日（木）  9：20～10：00 鳴尾

保健所家族教室 19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）へ

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） 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≫▶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

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

11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 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）の8：45～17：15

▪乳がん検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個  1800円〕
▪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

【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

▪

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

▪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

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▪
対象者に受診券を送付済み。
無料〔個  無料〕

特定保健指導中
の人は除く

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）、
13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 14・21・28日8：45～12：00。
いずれも月曜

0798・61・7077…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の9：00～17：00

塩瀬公民館（※）
特定・長寿健康診査のみ 8日（火）9：00～15：30 9月26日～10月7日

の9：00～17：00 兵庫県健康財団
（078・793・
9333）
※土・日曜、祝・休
　日を除く

市民会館（※）
特定・長寿健康診査のみ 20日（日）9：30～16：00 10月5日～19日の

9：00～17：00
山口保健福祉センター
（※） 12月1日（木）9：00～15：30 10月26日～11月2日

の9：00～17：00
（※）予約状況によって午前のみ実施の場合あり

新型コロナウイルス感染防止のため、
受診前に必ず電話で問合せを

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

西宮市役所前…10月12日（水）10：00～12：00、13：15～16：00
メルカードむこがわ…10月16日（日）10：00～12：00、13：15～16：30

みやっ子

南
迫 

伶
奈
れ

　な

（

歳
1

）

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）の8：45～17：15

山口保健福祉センター 15日(火)9：00～11：30 兵庫県健康財団（078・793・9333）
…10月3日～18日（土・日曜、祝・休日
を除く）の9：00～17：00塩瀬公民館 15日(火)14：00～16：30 

（4）� 令和4年（2022年）9月25日　



健康増進課（0798・35・3127）問

健康づくりコラム9月 保健師のひとりごと

子 供・子育て子 供・子育て
モグモグごっくん
離乳食体験会

日 10月7日（金）・8日（土）の午後1時～
会 市民交流センター
定 あり 申 こころ・からだ研究所HP
問 同研究所（70・4487）

ちびっこ親子しぜんあそび

日 10月11日（火）午前10時半～
会 鳴尾浜臨海公園南地区フラワー
ガーデン
対 1歳～3歳と保護者 定 あり
申・問 同公園管理事務所
（48・9386）

交通公園　親子ペイント

日 10月15日（土）・16日（日）の午前
10時～。雨天中止
内 交通公園(久保町)のベンチを塗装
対 小学1年生以下と保護者（各1人）
定 各5組。当日先着順（受付は30分前から）
問 大手前大学（34・6331…土・日
曜、祝・休日休み）

貝類館セミナー
～大阪湾のフナムシの２型

日 10月15日（土）午後1時半～
対 小学生以上 ￥ 要入館料
定 10人。多数の場合抽選
HP 72780858 申 10月3日までに市HP
問 同館（37・0485）

人形劇定期公演

日 10月15日（土）午後2時～
会 大学交流センター
￥ 100円。未就学児無料
定 90人。多数の場合抽選
HP 37863174 申 10月5日までに市HP
問 文化振興課（35・3425）

スポーツフェスティバル

日 10月22日（土）の午前10時～午後3時
会 西宮浜多目的人工芝グラウンド
内 キックターゲット、野球教室など
対 3歳児～小学生 ￥・定 あり
申・問 同グラウンド（33・1148）
※詳細は同グラウンドHP

親子で和菓子づくり体験教室

日 11月12日（土）の午前11時、午後1時
45分～
会 中央公民館 対 5歳以上と保護者1人
￥ あり 定 各回6組。多数の場合抽選
HP 28449235 申 10月17日までに市HP
問 商工課（35・3169）

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12日（土）午後2時半～
会 フレンテホール
定 150人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、代表者の住
所・氏名・電話番号、参加者全員（6人ま
で）の年齢を書き、10月11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
西宮美術協会展

日 10月2日（日）までの午前10時～午後
5時（2日は4時まで。9月26日は休館）
会 市民ギャラリー
問 同協会（74・1089…上嶋方）

西宮日本画協会　秋の新作展

日 9月27日（火）～10月2日（日）の午
前10時～午後5時
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 @ 市役所本庁舎1階
写真(伊賀規さん) ※期間は3日～28日
ストリートギャラリー @ 札場筋
西宮市貝類館ポスター展示
※期間は3日～31日
ららストリートギャラリー @ ららぽーと甲子園
西宮市大谷記念美術館ポスター展示、西宮
市国際交流協会設立30周年活動紹介
※期間は1日～31日
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

夙川座　黒田美羽さん留学いっ
てらっしゃーいコンサート

日 10月9日（日）午後2時～
会 夙川公民館 内 声楽コンサート
￥ 2500円 定 あり
申・問 夙川座（090・8043・0352)

催　し催　し
スポーケンウィーク

日・内 下表のとおり
会 西宮市国際交流協会
HP 53036790 問 同協会（32・8680）
パネル展示
日 10月12日(水)～19日(水)の午前10時～
午後6時(12日は正午から。19日は4時まで)
講演会
「世界で活躍した西宮の前衛芸術家」
日 10月15日(土)午後2時～ 内 ①現地参
加、②オンライン 定 ①30人、②100人。
先着順 申 ①9月29日午前9時45分から電
話で同協会、②9月29日午前10時から市HP

戎参道まつり
～酒ぐらルネサンス

日 10月1日（土）・2日（日）の正午～午
後5時半
会 西宮中央商店街えびすステージ
内 歌・演奏・ダンス、飲食ブース等
問 同商店街振興組合（34・7910）

環境・選挙啓発合同ポスター展

日 10月4日（火）～9日（日）の午前10
時～午後5時（9日は4時まで）
会 市民ギャラリー
問 環境学習都市推進課（35・3821）

西宮市シルバー人材センター
会員作品展

日 10月4日（火）～9日（日）の午前10
時～午後5時（9日は3時まで）
会 北口ギャラリー
問 同センター（72・3461）

いきいきごみ展

日 10月6日（木）～10日（月・祝）、12
日（水）～16日（日）の午前9時半～午後
4時半
会 リサイクルプラザ
内 再生した家具など100点を展示。
申込者（1人1点）に抽選で無料提供。
18日午前10時に抽選し当選者に通
知。配送なし
問 同プラザ（22・6655）

国際交流とSDGｓ～国際夫
婦漫才のお笑いで学ぼう！

日 10月8日（土）午後1時～
会 市民交流センター
￥ 700円 定 あり
申・問 サークル・オッペ（73・3188）

老人クラブ連合会の
カラオケ教室

日 11月4・11・18日。いずれも金曜
午後1時～。3回シリーズ
会 総合福祉センター 対 60歳以上
￥ 1000円 定 50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、10月14日（消印有効）ま
でに西宮市老人クラブ連合会（〒662ー
0913染殿町8ー17☎34・3334）

◎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

年間約40人が市の検診で大腸がんが判明◆ ◆
　西宮市の死因第1位はがんです。市は、がんの早期発見を目的に、胃
がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸(けい)がんのがん検診を行っ
ています。市のがん検診では、子宮頸がん検診は20歳から、その他の
がん検診は40歳から受けられるものが多くあります。各検診の対象年
齢や費用は、本紙4面の保健だより「10月の健診(検
診)」欄をご確認ください。対象年齢の人は、この機
会にぜひ受診してください。
▶検診の結果、精密検査が必要となった場合は、医
　療機関で精密検査を受けてください
▶症状がある場合は、検診でなく、できるだけ早く
　医療機関を受診してください 角田保健師

要電話申込。詳細は同館HP

10/16 講演会「初期10年の私的回顧」
10/22 講演会「“具体”以後の関西の美術」
10/30 記念対談「1972年前後の関西美術」
11/23 コンサート　※10/23受付開始

　西宮市大谷記念美術館が開館した1972年に制作された、主に関西の現代
美術作品を5つのテーマに沿って紹介します。

開館時間：午前10時～午後5時（入館は4時半まで）。水曜休館
　　　　　※11月23日は開館し、24日休館
入館料　：1200円。高校・大学生600円、小・中学生400円
　　　　　 一般の市内在住者は1000円(65歳以上は500円)。いずれも要証明書

問 西宮市大谷記念美術館（0798・33・0164）

日 11月～来年3月の原則土曜午前
会 公民館等
内 料理、理科、能楽、演劇、絵画、英
会話、将棋、書道、マジックなど
対 おおむね小学4年生～中学生。
在学者可
￥ 材料費等必要な講座あり
定 あり。多数の場合抽選
HP 25741048
申 10月5日まで。詳しくは、9月
中旬に公立小・中学校を通じて配
布されたリーフレットまたは市
HPで確認を
問 地域学習推進課（67・1567）

宮水ジュニア募集
やってみたいこと、きっと見つかる！

(後期)

BACK 1972TO
西宮市大谷記念美術館

10.8

12.11

▶

開館50周年記念特別展 ー 50年前の現代美術へ

「おかげさまで50周年」企画
美術館と同い年の1972年生まれの
人は期間中入館無料！
開館記念日【11/3(木・祝)】は無料開館！

関連イベント

■

■
※要証明書

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

令和4年（2022年）9月25日	 （5）



講座名 日時 公民館 費用 申込・問合せ
運命を拓(ひら)く
中村天風の教え

第3金曜午後6時～
(10月は第4金曜) 夙川 各回1000円 090・3728・

5128（世良）
ENGLISH 
FOR KIDS
対象：小学3年生～6年生

第1・3月曜の午後5時45分～
（来年1月は第3・5月曜） 大社 各回500円 090・7763・

2008（津田）

ドコモ
スマホ教室

第2水曜の午後1時、2時15
分～ 高須 06・6487・

4168
誰もが楽しめる
演奏会

10/15、12/10、来年2/11
いずれも土曜午後4時～ 上ケ原 各回500円 080・3803・

0326（赤澤）
楽しくしろう
オカリナの世界

10/1(土)午後6時45分～ 上ケ原 1000円 080・4766・
5651（岡嶋）10/2(日)午後5時15分～ 段上 1000円

講座名 日時 公民館 費用 申込・問合せ

ゆったり、気ままに、
リラックスヨーガ

おおむね水曜午前10時40分～ 大社
各回1000円 090・9496・

1769（田渕）おおむね第1・2・4水曜午後2
時10分～ 高木

キールタン 
唄(うた)うヨガ 第4土曜午後3時45分～ 越木岩 各回1000円 080・5359・

0248（富岡）
椅子で楽トレ
楽ヨガ

第2金曜午後0時50分～
(11月を除く) 鳴尾東 各回500円 080・4027・

3739（福永）

花のある暮らし
(フラワー
 アレンジメント)

第2土曜午後2時半～ 大社(※)
各回1000円

（別途要教材費）
070・5434・
9537（河津）

(※)本紙9/10号で公民館を「越木岩」と記載していましたが、正しくは「大社」
　  です。お詫びして訂正します

水のリサイクルセンター
探検ツアー

日 11月12日（土）の午前9時、9時半～
会 甲子園浜浄化センター
内 下水道に関する講義や実験など
対 おおむね小学4年生以上
定 各20人。多数の場合抽選
HP 15113178 申 10月7日までに市HP
問 上下水道総務課（32・8002）

講座・講演会講座・講演会
マンション管理セミナー

日 10月15日（土）午後1時半～
会 市民会館
内 マンション管理に必要な知識を解説
定 50人。当日先着順（受付は30分前から）
問 すまいづくり推進課（35・3761）

相続対策 専門家によるケーススタディ

日 10月15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）

普通救命講習会

日 10月26日（水）午前9時半～
会 消防局 定 10人。先着順
HP 53316736 申 10月5日から市HP
問 救急課（38・6577）

イギリスの歴史セミナー

日 11月8日～29日の火曜午後3時半
～。4回シリーズ
会 大学交流センター
内 帝国への郷愁～Downton Abbeyと
Brexitをつなぐもの
¥  3000円 定 50人。多数の場合抽選
申 9月25日～10月25日に同センターHP
問 同センター（69・3155）

子育て世代のキャリアデザイン

日 10月29日、11月5・19日。いずれ
も土曜午前10時～。3回シリーズ
会 男女共同参画センター ウェーブ
定・託 あり 申・問 同センター（64・9495）

公開講座リベラルアーツ・カフェ

日 11月5日（土）午後2時～
会 神戸女学院大学
内 紅茶を科学する
￥ 500円。大学生以下無料
定 30人。先着順
申 10月5日から同大学リベラルアー
ツ・カフェＨＰ 問 同大学（51・8536）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
西宮ストークス 市民応援デー

日  10月8日（土）・9日（日）、22日（土）・
23日（日）の午後3時～
会 中央体育館 対 在勤・在学者可
￥ 1000円。大学生以下500円
定 あり 申 西宮ストークスHP
問 西宮ストークス（22・0770）

ふれあいハイキング

日 10月16日（日）午前9時半にJR元町
駅西改札口に集合。雨天中止
内 再度公園、布引滝など約4時間（神戸市）
対 70歳以下 ￥ 100円 問 やまゆき会

（090・6607・7999…松川方）

ファミリーの日

日 10月22日（土）・23日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
内 ネイチャーハイク、星空観察
対 家族・グループ ￥ 1人5000円 
定 15組40人。多数の場合抽選
申 10月3日午後5時までに同自然の家HP 
問 同自然の家（0795・87・1633）

西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
問 同センター（73・7581）
サッカー体験会
日 10月22日(土)午後1時～ 会 中央多目的
グラウンド 対 ①5歳児、②小学1・2年生、③
小学3・4年生、④小学5・6年生 定 ①16人、
②③④各24人。多数の場合抽選 申 9月29
日～10月7日に同センター HP
バレーボール体験会
日 11月5・12・19日。いずれも土曜午後3時
15分～。3回シリーズ 会 北夙川体育館 対 
小学1年生～3年生 定 30人。多数の場合抽
選 申 9月29日～10月6日に同センター HP

秋の市民ファミリーハイキング

日・内 下表のとおり
申 9月29日午前10時から西宮市立屋
内・屋外体育施設HP
問 能登運動場（74・3472）
JR甲子園口、武庫川河川敷（中級）
日 10月29日(土)午前9時半にJR甲子園口
駅南口に集合 内 7.1㌔ 定 40人。先着順
阪神武庫川駅、旧鳴尾競馬場（初級）
日 10月29日(土)午前11時に阪神武庫川駅
東口に集合 内 5㌔ 定 40人。先着順

にしのみやふるさとウォーク

日・内 11月5日（土）の午前9時15分～
10時に六湛寺公園を出発。御前浜公園
までクイズを解きながら歩く（約5㌔）
対 小学生以下は保護者同伴
定 160組600人。多数の場合抽選
申 10月20日までにこども環境活動支
援協会HP 問 同会（69・1185）

スクール・資格スクール・資格
防火防災管理再講習

日 11月11日（金）午前10時～
会 市役所第二庁舎3階 
￥ 2000円 定 約50人。多数の場合抽選
HP 85475517 申 10月6日～13日に市HP
問 消防局予防課（32・7316）

地域学習推進課
（0798・67・1567）問 46134011HP

健康・福祉健康・福祉
献血併行型骨髄バンクドナー登録会

日 10月12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）

阪神くすの木学級 芦屋教室

日 10月30日（日）、11月13日（日）の
午前10時～
会 芦屋市民センター（芦屋市）
内 ヨドコウ迎賓館見学、交流会など
対 16歳以上の聴覚・言語障害のある人
￥・定 あり HP 24336183 
申 10月12日までに市HP
問  生涯学習企画課（35・3869 FAX  35・
0051）　※手話通訳・要約筆記あり

人事募集人事募集
市の会計年度任用職員B

内 市役所での事務補助。月曜～金曜
の午前9時～午後5時半
￥ 日額7240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

相　談相　談
司法書士・弁護士・税理士に
よる相続相談会

日 10月2日（日）の午後1時半～4時半
会 市民会館 定 あり
申・問 ウィズ法務司法書士事務所

（22・2250）

申込や内容は
各主催者へ公民館活用促進プロジェクト
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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）



月分10
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス
0798・22・9999

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

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）

3日（月）～9日（日）、17日（月）～２3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
10日（月・祝）～16日（日）、２4日（月）～30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
31日（月）～11月6日（日）
中国紹興市交換番組…友好都市中国紹
興市との交換番組を放送
3日（月）～11月6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。10月のテーマは「貝の世界へよ
うこそ!!西宮市貝類館へ行こう」。ゲス
トティーチャーは同館学芸員の高田良
二さん、渡部哲也さん　
※放送終了後は、市のホームページ
（ HP 54149619）から音声配信あり

にしのみや市民祭り　特別放送
日 10月22日（土）午後1時～ 内 現地から
ステージやブース、催しの様子を生中継

特別合同相談所

日 10月4日（火）の午後1時～4時（受
付は3時半まで。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。1人15分以内
問 兵庫行政評価事務所
（078・331・9096）

おクスリ相談会

日 10月8日（土）・22日（土）の午後2
時～4時
会 武庫川女子大学浜甲子園キャンパス
内 お薬相談、健康測定、脳活トレー
ニングなど
問 西宮市薬剤師会(26・3410)

消費生活センター 10月の相談会

日 11日（火）、25日（火）の午後1時～4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)

コミュニティ花壇部門
公園・学校、まちかど等で団体が行っ
ている花壇活動を写真・調書で応募
コンテナ・ハンギング部門
プランターなどの寄せ植え作品を展示

申 10月14日まで HP 64466221
問 花と緑の課
（35・3682）
※詳細はHPで確認を

　市を含む阪神間連携ブランド発信協議会は、阪神間モダニズムの魅力を感
じるイベントを開催します。イベントの詳細や申込方法等は、市のホームペー
ジをご覧ください。

　阪神間モダニズムの関連スポットでデジタルスタンプラリー
を開催。クイズを解いて、プレゼント抽選に応募しませんか。
【期間】10月15日（土）～12月11日（日）
【スポット】甲子園会館(戸崎町)、滴翠美術館(芦屋市)など

問 にしのみやコーヒーの扉プロジェクト
（0798・31・7821…西宮観光協会内）

までまで

(※)市内事業者・市・西宮商工会議所・西宮観光協会が連携し、西宮に
     スペシャルティコーヒーの文化を広めようとする活動

11
27

　にしのみやコーヒーの扉プロジェクト(※）は、市内のコーヒーショップをめ
ぐる、Ｗｅｂスタンプラリーを開催しています。参加店舗で買い物をし、スマー
トフォンでポイントを集めて、プレゼントに応募しませんか。パンフレットは
参加店舗や阪神西宮おでかけ案内所で配布。詳しくは右下コードから。 【日時】10月15日（土）午前9時45分～【会場】芦屋市民センター (芦屋市)

【日時】11月4日（金）午後0時半～　   【参加費】2000円　

都市ブランド発信課（0798・35・3071）問 47779981HP

認可外保育施設等の無償化
第２期の請求は１０月3１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3日
～31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

スポーツ推進委員を公募

　市は、運動・スポーツ活動の推進を
担い、市と地域スポーツの振興を図る
「スポーツ推進委員」を募集します。
【任期】来年4月から2年間
【対象】来年4月1日時点で20歳以上
69歳以下の人
【申込】所定の申込書、設定されたテ
ーマの小論文を12月2日までに郵送
（消印有効）かEメールでスポーツ推
進 課（ 市 役 所 本 庁 舎8階☎0798・
35・3567）へ。持参も可　
　※申込書は同課・市立体育館等で配
布するほか、市のホームページ（ HP
34421132）からダウンロード可
【選考】書類審査。必要に応じて面接

図書貸出票等印刷用
感熱ロール紙の広告主を募集

　市は、「図書貸出票等印刷用感熱ロー
ル紙」の広告主を募集します。
　広告内容は、市立図書館（4拠点館、
7分室）の図書貸出票等に使用する「印
刷用感熱ロール紙」の裏面に広告を掲
載し、市に提供するものです。
　募集内容など詳しくは市のホーム

ページ（HP 21949773）をご覧ください。
　※市立図書館の昨年度利用者は85
万2738人
【広告料】8万5000円以上（税込み）
【提供数】2000巻
【使用期間】来年1月から1年間
【申込】必要書類を9月27日～10月
14日に読書振興課（教育文化センター
2階☎0798・33・0189）へ持参か
郵送（必着）を。ホームページからの
申込も可
　※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
ころを広告主に決定

　 ◆10月3日～19日はリサイクルプ
ラザの通常利用不可　「いきいきごみ
展」開催のため利用できません。問合
せはリサイクルプラザ（0798・22・
6655）へ

官公署から

１０月から模倣品の
水際取り締まりを強化

　税関では、10月1日から知的財産侵
害物品（以下、模倣品）の水際での取
り締まりを強化します。
　個人で使用する場合であっても、海
外の通販サイトで購入した場合など、
海外の事業者から郵送等で国内に送ら
れる模倣品（商標法または意匠法を侵
害するもの）は、輸入できません。
　海外インターネット通販を利用する
際は、極端に値段が安い商品に気を付
けるなどご注意ください。問合せは尼
崎税関支署（06・6481・6197）へ。

インフォメーションi
information

市から

就学前児童・私立小中学生等
応援給付業務 事業者募集

　市は、「就学前児童・私立小中学生
等応援給付事業業務」の受託事業者を
プロポーザル方式で公募します。
　詳しくは市のホームページ（ HP
57986700）で確認を。
　問合せは子供支援総務課（0798・
35・3754）へ。
【募集期間】10月14日の正午まで

　市では、すでにインターネットでの振替申込が可能な「市税」に加え、10月3
日から新たに5科目が追加されます。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、パソコンやスマホを使って、特定の金融機関での引き
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ご利用く
ださい。詳しくは各ホームページで確認を。

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

問 税務管理課（0798・35・3234）ＨＰ 82062983

10/3から追加する科目 ＨＰ※10/3公開 担当課
国民健康保険料 93271021 国保収納課（35・3156）
後期高齢者医療保険料 84073221 高齢者医療保険課（35・3110）
介護保険料 92759227 高齢介護課（35・3148）
保育所保育料等 66335767 保育入所課（35・3160）
留守家庭児童
育成センター育成料 44657190 育成センター課（35・3659）

ＷＥＢで簡単に口座振替の申込ができます
10月3日から新たに５科目追加

対象
金融機関

※市外局番は《0798》

コーヒーコーヒー ゲートゲート

ＣＯＦＦＥＥ　ＧＡＴＥＣＯＦＦＥＥ　ＧＡＴＥ
スタンプラリースタンプラリー

イベント阪神間モダニズム
芦屋・西宮で楽しむ

知る・見る・巡る－魅力再発見　現代に受け継がれる独創美

デジタルスタンプラリーモダニズムクイズ巡礼

阪神間モダニズムセミナー（要申込）

まちあるきバスツアー（要申込）

≪ガーデンコンペ 出展作品募集≫

1010//2299(土)(土)・・3030（（日日））
1010：：0000～～1616：：0000＠六湛寺公園＠六湛寺公園

フラワーフェスティバル
in西宮

33年ぶりに開催します年ぶりに開催します

令和4年（2022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)



問

　市は、「第5次西宮市総合計画」を指針としてまちづくりを進めてい
ますが、その後期基本計画の策定に際し、諸施策について必要な見直し
を検討するため、ワークショップを開催します。参加費無料。
　市民の皆さんの身近な取組から将来の西宮に向けた課題まで、テーマ
をもとにワークショップで話してみませんか？

対象 定員勤労会館会場

政策推進課（0798・35・3666）

第５次総合計画（後期）策定のための

日時 11月12日（土）午後2時～

申込書は市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・サービスセンター、
アクタ西宮ステーションで配布

※

申込 10月31日までに、以下のいずれかで申込
・市ホームページ  
・申込書を政策推進課（市役所本庁舎4階）へ持参か郵送（必着）

西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会
(0798・33・1238…西宮商工会議所内）

　西宮の日本酒文化に触れ、日本酒を楽しむ、「西宮酒ぐらルネサンス
と食フェア」を開催します。ぜひご来場ください。

会場 西宮神社

日時 １０月１日（土）の正午～午後５時、２日（日）の午前１０時～午後４時

オープニングセレモニーオープニングセレモニー １日（土）正午～１日（土）正午～

１日（土）の午後１時～（このほか両日とも数回実施予定）１日（土）の午後１時～（このほか両日とも数回実施予定）

拝殿前で鏡開きの後、約300人の来場者（先着順）と一斉に乾杯

江戸時代に行われた、新酒を届ける船の出発を祝って、街を練り
歩く様子を再現します

新酒番舩祝い練り歩き新酒番舩祝い練り歩き

西宮の蔵元８社がやってくる！（物販・試飲は有料）

詳細は
こちらから

日本酒飲み比べ日本酒飲み比べ

西宮酒ぐら西宮酒ぐら
ルネサンスルネサンスとと食フェア食フェア

入場無料荒天中止

３年ぶりに３年ぶりに
復活！復活！

【日時】１日（土）午後２時～（開場は１時４０分）【定員】１００人

西宮日本酒学校 開校式特別講演＠西宮神社会館
日本遺産・西宮の酒と歴史日本遺産・西宮の酒と歴史

同時
開催 当日先着順

※混雑時には入場規制を行う場合あり

10/
1・2

　「ともだち」をテーマに書や絵のパフォーマンス等を実施する、「野
外アートフェスティバル」を開催します。ぜひご来場ください。

阪急西宮ガーデンズ本館４階
スカイガーデン

１０月８日（土）・９日（日）の午前１０時～午後５時
※９日は展示のみ

日時

会場 入場無料

問 西宮市文化振興財団（0798・33・3146）

野外アート野外アートフェスティバル
アートにふれあい、体験しよう！

詳細は
こちらから

阪急西宮ガーデンズで
阪急西宮ガーデンズで初開催！初開催！

"小学生の詩" 書と絵のパフォーマンス"小学生の詩" 書と絵のパフォーマンス

アートたいけんひろばアートたいけんひろば

"小学生の詩" 展示"小学生の詩" 展示

８日（土）の午前１０時半、正午、午後２時、３時半～…作品制作 ９日（日）…展示

８日（土）の午前１０時～午後５時

８日（土）・９日（日）の午前１０時～午後５時

西宮市と宮城県南三陸町・女川町の小学生が「ともだち」をテーマに詩
を書き、選ばれた詩を書いた小学生と芸術家が大きなパネルに表現する
書と絵の作品づくり

オリジナル楽器、かぶる変身グッズなどの作成。一部要材料費

応募があった西宮市と宮城県南三陸町・女川町の小学生の詩を全作品展示

このほか、写真撮影体験やアートフラッグの展示、詩の書き
方相談、芸術家の色紙プレゼント等のイベントも実施します！

全1349点の展示！

10/
8・9

　市と西宮市文化振興財団は、10月15日（土）
～11月８日（火）に公民館などで「西宮市民文化
祭」を開催します。市内で活動している公民館
グループや文化団体などが、1年間の活動の成
果を披露します。西宮市文化振興財団（0798・33・3146）

公
民
館

越木岩 10月15日（土）・1６日（日）

上ケ原、西宮浜、
大社、高木、段上、
中央、用海、若竹

10月15日（土）～25日（火）

夙川 10月15日（土）～11月3日（木・祝）
浜脇 10月1７日（月）～2４日（月）
塩瀬 10月22日（土）～30日（日）
春風 10月2９日（土）・30日（日）
高須 10月2９日（土）～11月４日（金）

公
民
館

上甲子園、
南甲子園、瓦木 10月2９日（土）～11月６日（日）

今津、神原、学文、
鳴尾、鳴尾東 10月2９日（土）～11月８日（火）

山口 11月  1日（火）～3日（木・祝）

そ
の
他
の
会
場

プレラホール 10月1６日（日）
アミティ・ベイコムホール、
甲東ホール 10月23日（日）

鳴尾老人福祉センター 10月25日（火）～2９日（土）
津門市民館 10月2９日（土）・30日（日）
市民会館 10月30日（日）
勤労会館 11月  3日（木・祝）
北六甲台コミュニティ
センター 11月3日（木・祝）～5日（土）

生瀬小学校、浄橋寺 11月  5日（土）・６日（日）
※駐車場の無い施設もあります。会場へは公共交通機関のご利用を

日程・演目は各公民館等で配布の
「市民文化祭ニュース」で確認を

公民館グループなどが日頃の成果を披露公民館グループなどが日頃の成果を披露

市民文化祭市民文化祭
問

西宮市幼児教育・
保育ビジョンを発行

　「西宮市幼児教育・保育ビジョン」は、幼稚園・保育
所・認定こども園など、それぞれの施設の理念・特色を
尊重しつつ、質の高い幼児教育・保育を
実現していく上で、大切にしたいことを
まとめています。問 政策推進課（0798・35・3600） ＨＰ 16530975

配布場所
市役所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
市HPでも公開しています

ワークショップ開催ワークショップ開催ワークショップ開催
西宮の未来に向けて西宮の未来に向けて、、一緒に考えましょう！一緒に考えましょう！

新しいニーズの背景となるデジタル化や地球温暖化、アフ
ターコロナのまちづくり等について話し合います

どんなテーマについて話すの？どんなテーマについて話すの？

詳細はこちらから

「未来を拓（ひら）く　文教住宅都市・西宮～憩い、学び、
つながりのある美しいまち」を都市目標に定めた、令和元

（201９）年度から10年間のまちづくりの指針のことです

第第５５次西宮市総合計画って？次西宮市総合計画って？

前期基本計画が令和5(2023)年度で終了し、後期基本計画
を定める上で、皆さんの意見を聞き、今日の社会経済情勢
の変化や新しいニーズに対応するためです

どうしてワークショップをするの？どうしてワークショップをするの？

高校生以上
在勤・在学者可

50人
多数の場合抽選

ＨＰ 625８6733

問

（８）� 令和4年（2022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！ ※非通知設定時は0120の前に186を
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