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「旬」の人や団体をご紹介―
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にこ

いと続かない﹄が持論のスタ
ッフたちは︑参加者とのコミ
ュニケーションを大切に︑体
調を聞きながら運動をサポー
トしています︒
﹁あまり家で運動していな
い高齢の方が︑ここでは一生
懸命に取り組んでくれるのが
うれしい﹂と話すのは︑木和
田悦子さん︒内藤杏美さんは
﹁参加者が家でも実践してい
る話を聞くと励みになる﹂と
話します︒また︑鍵田明歩さ
んは︑参加者が主体的に運動
できるよう意識︒﹁私たちは
縁の下の力持ち ︒参加者がＮ
ｉ Ｃｏをきっかけにして︑
地域の運動リーダーになって
もらいたい﹂と期待します︒
参加者の頑張りが成果として
毎月数値化されるのも Ｎｉ
Ｃｏの特長で︑令和３年度の
参加者の平均歩数は︑参加前
から約２千歩増加し︑体力年
齢は８・２歳若返るなどの効
果が表れています︒
まもなく︑新規の参加者募
集が始まります︒スタッフを
まとめる重松貴純さんは﹁市
民の健康寿命の延伸を目指し
て︑誰もが通いたくなる雰囲
気づくりに努めたい﹂と︑意
気込んでいます︒

西脇市HP／https://www.city.nishiwaki.lg.jp

〒677–8511

ゆず

11か月

お兄ちゃんと仲良く大きくなってね
秀磨さん ・ 優理さん （富吉上町）
TEL.0795(22)3111 FAX.0795(22)1014

発行／西脇市

お子さんの写真が広報紙に登場‼
編集／市長公室

西脇市下戸田128-1

ＱＲコードを読み
取ると、専用フォー
ムにつながります。

錦織

柚 ちゃん

▶対象
市内在住のおおむね12歳までの
お子さん
▶申込方法
メ ー ル 本 文 に、次 の①～⑥の
入力をお願いします。
①お子さんの氏名（ふりがな）
②生年月日
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鍵田明歩さん 内藤杏美さん
重松貴純さん
木和田悦子さん

③保護者の氏名（ふりがな）
④住所
⑤電話番号
⑥お子さんへのメッセージ（10字
程度）
▶その他
写真データは 500 キロバイト以
上推奨
▶申込み・問合せ
市長公室（市役所内線 3051）
お子さんのとびっきりの笑顔、き
ょうだい仲良く遊ぶ姿などの、と
っておきの１枚はありませんか。
写真データを添付したメールを
お送りください。
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「運動なんてしなくていい」から「やめられない」
へ

「健幸運動教室Ni-Co 」で健康づくりをサポート

住み慣れた地域でいつまで
も健やかで幸せに暮らせる
﹁健 幸 都 市・に し わ き﹂を 目
指 し︑市 が 取 り 組 む 健 幸 運 動
に こ
教室Ｎｉ Ｃｏ︒教室では 人
のスタッフが市民の皆さんの
健康づくりを支えています︒
＊
＊
＊
Ｎｉ Ｃｏでは科学的根拠に
基づいて︑参加者一人一人に
合わせた運動プログラムを提
供︒市内３会場で︑筋力トレ
ーニングと有酸素運動によっ
て筋力の維持・向上を目指し
ています︒﹃運動は楽しくな
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田園協奏都市
未来広がる
人輝き

「広報にしわき」は市民の皆さんとともに作っています。情報をお寄せください。

日野小学校の１～２年生が春の遠足に。園内を元気いっぱいに遊び回る児童たち〔４月15日／童子山公園〕

令和４年度

西脇市の教育が目指す４つの「学びの質」
具体的に実行するための「接続期カリキュラ
ム」の検討・策定を推進します。

①小・中学校共通の「教育目標」を設定
中学校区ごとに、校区の実情を踏まえなが
ら「教育目標｣｢目指す子ども像｣｢育みたい資
質能力」を設定・共有し、教育を展開します。

「学習内容定着確認」「ＩＣＴ活用力」を示し
た「学びの系統表」を基に、小・中９年間の学
びのつながりを明確にした教育課程を展開し
ます。

②学びの系統性を重視した教育課程の展開
全教科において、発達段階に応じた「育て
たい力」「読解力育成につながる習慣形成」

③就学前教育との連携
就学前教育から義務教育への学びの連続性
を踏まえ、幼稚園・こども園と小学校の接続を

勉強大好き・新たな学び

弾む対話で一人一人が輝く

運動大好き

「読解力」の育成
読解力とは、正確に読み取った情報を基に、
考え表現する力のことです。読解力の育成は、
学習の定着や意欲を育むだけでなく、生涯に
わたる生活力となります。小学６年生と中学
校１年生で「読解力」を測るＲＳＴ
（リーディ
ングスキルテスト）を実施します。その結果
を分析し、全ての学年・教科で、読解力の育
成に重点を置いた指導に取り組みます。また、
教員の授業づくり、指導の研究を進めます。

対話が弾む授業づくり
対話に重点を置いた授業を推進します。児
童生徒がともに考え、学び、新たな気付きや
豊かな発想が生まれる授業づくりに取り組み
ます。

「体育の授業」と「授業以外」で身体能力向上
スポーツを楽しみながら、意欲と目標を
持って体力向上に取り組む児童生徒を育みま
す。
体育の授業では、体力・運動能力調査の結
果を活用し、改善に向けた運動を実施します。
また、学校内にある固定遊具を利用した運動
遊びや運動環境づくり、異学年での運動や体
育的行事の実施など、授業外の身体能力向上
を図る時間を充実させます。

▶各校の代表教諭が集ま
り、読解力指導の実践
事例を共有・検討

ＡＩ学習ドリルの活用
児童生徒に一人１台配布しているタブレッ
ト型パソコンを、いつでも、どこでも、使い
たいときに使える環境を整備します。協働学
習支援ソフトやＡＩ学習ドリルを活用しなが
ら、児童生徒の情報活用能力を育成します。

◀タブレット型パソコン
を使って、植物を撮影・
観察

３
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▶対話を通じて他者と協
働しながら新たな価値
を創造

互いを認め合う集団づくり
教育活動全体を通じて、人権教育や道徳教
育に取り組みます。児童生徒が互いに尊重し
合い、誰もが生き生きと生活できる集団づく
りを進めます。

◀新型コロナ感染症に関
する差別や偏見を許さ
ない意思表示として、
シトラス色のリボンを
身に付ける「シトラス
リボンプロジェクト」
に参加

④学校・家庭・地域の連携強化
校区ごとの課題・子どもや保護者、地域の
願いを基に、地域の学校を支援する体制づく
りをさらに推進します。

◀休み時間などの遊びも
体力づくりには重要

▲体育大会や運動会などで、楽しみな
がら体を動かす取り組みを推進

―もっと知りたい！しゃべりたい！―
西脇市教育委員会は、令和４年度の「教育
の指針」を定めました。指針では、
「０〜15 歳
の教育保障」
「特別な支援を要する子どもた
ちへの教育の充実」
「課題を克服していく基
本的な学力の提供」を柱に、西脇市が目指す
教育の「学びの質」を明記。知育・徳育・体
育それぞれにおいて教育活動を進め、子ども
たちの「生きる力」を育みます。
▶問合せ
学校教育課（市役所内線 4024）

▶「教育の指針」全文は、市ホームページで公開

こんな子どもたちを育てたい
第３期西脇市教育振興基本計画（平成31年
～令和５年度）に基づき、西脇市は「誰もが
ふるさとに誇りと愛着を持ち、輝いて生きる
共生社会の実現」を目指します。
特に小・中学校における学校教育では、兵
庫教育大学大学院の浅野良一教授や、西脇市
教育アンバサダーの菊池省三さんら
の協力を得ながら、子どもたちが
学びへの意欲を持ち、他者と
関わりながら学びを深めるこ
とを目指します。
地域の皆さんも、子ども
たちに「行ってらっしゃい」
「おかえり」と声を掛けて
いただき、みんなで子ど
もたちを育てていけたら
と思います。

衣川正昭 学校教育課 教育研究室長
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新型コロナワクチン

３回目接種のお知らせ
券
接種

接種券は３回目の接種を
受けられる時期になると届きます

２回目の接種から６ヵ月の経過を目途に、
３回目の接種に必要な接種券をお送りして
います。
接種券が届き次第、予約ができます。予
約状況については、パソコンやスマートフ
ォンでのインターネット予約、または予約
コールセンターへの電話で確認できます。
５月からは個別医院での接種に
接種の希望者が減っているため、接種日
が少なくなっています。原則として、希望
者が６人そろわなければ、接種を受けるこ
とができません。希望日に接種を受けられ
ないことがありますので、ご注意ください。
個別医院で使用するワクチンは、ファイ
ザー社製です。
小児対象の接種は個別医院で実施
５月以降の小児（５〜11歳）対象の接種
を個別医院で実施します。使用するワクチ
ンは、ファイザー社製の小児用です。実施
する日時や病院、予約などについては、予
約コールセンターへご連絡ください。
なお、接種を受ける希望者の状況により、
予約枠を調整します。

最新情報はホームページで
市ホームページ

予約コールセンター

☎22-3300
（午前９時～午後５時）

22-3310
（受け付けは24時間）

※４月20日（水）現在。 状況により変更することがあります。
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出会い

を

さがす

運転免許更新手続きが変わります

ひょうご出会いサポートセンター
県が運営する「ひょうご出会
いサポートセンター」では、結
婚を希望する独身男女に、すて
県ホームページ
きな出会いをサポートします。
▶はばタン会員（有料会員）
スマートフォンなどで相手を検索し、お見
合いを申し込めます。対面やスカイプなどで
お見合いします（年間５千円／20代は３千円）。
市では、登録手数料を全額助成します。詳
しくは企画調整課（市役所内線3033）へ。
▶あいサポ会員（無料会員）
ホームページやメールでイベント情報を案
内。気に入ったものに参加を申し込みます。
▶問合せ
北播磨出会いサポートセンター（やしろシ
ョッピングパークBio２階／☎38-8022）

新生活の支援

を

うける

新婚生活の経費を助成
市内で新しい生活を始める新
婚夫婦を対象に、市が住宅購入
費や賃貸住宅の家賃、引っ越し
市ホームページ
費用などを助成します。
▶対象
令和４年１月１日〜令和５年３月31日に婚
姻届が受理された夫婦で▷新居の住所に住民
登録がある▷２年以上継続して西脇市に居住
する▷夫婦の総所得合計が400万円未満であ
る▷婚姻日に夫婦ともに39歳以下――など
▶補助対象経費
令和４年１月１日〜令和５年３月31日に支
払った住居費や引っ越し費用
▶補助額
１世帯上限30万円（千円未満切り捨て）
※予算の上限に達した場合は、受け付けを終
了することがあります。
▶申請・問合せ
企画調整課（市役所内線3033）

対象

違反歴のある

75歳以上

※

※起点日から過去３年
間に対象の違反行為

５月13日施行の道路交通法の改正により、対象の違反歴がある75歳以上
の運転免許証所有者は、免許更新時に運転技能検査の受検が必要となりま
す。検査は、運転免許試験場または自動車教習所（市内では西脇自動車教
習所）で、コースを普通自動車で走行し、各種課題を実施するものです。
有効期限の６ヵ月前から受検でき、期間内であれば何度でも受検が可能で
す。合格しなければ免許証の更新ができません。
▶対象
10月12日（水）以降に75歳以上の誕生日を迎える方で、普通自動車対応
免許を所有し、起点日（運転免許証の有効期限の直前の誕生日から160日
前の日）から過去３年間に、下記の違反行為（11種類）に違反歴がある方
違反行為…①信号無視②通行区分違反③通行帯違反④速度超過⑤横断等禁止違反
⑥踏切不停止等 ・ 遮断踏切立入り⑦交差点右左折方法違反等⑧交差点安全進行義
務違反⑨横断歩行者等妨害等⑩安全運転義務違反⑪携帯電話使用等

▶問合せ
県警察本部交通部運転免許課高齢運転車等支援室（☎078-912-1628）

免許更新時はこうなります

※普通自動車対応免許を所有する75歳以上
70～74歳はこれまでと同様に、高齢者講習を受けて免許証を更新します。

認知機能検査

過去３年間に
違反歴が

ない

認知症の
おそれなし
認知症の
おそれあり

運転免許証
更新

高齢者講習
受講
▶講義▶運転適性
検査▶実車指導
公安委員会が指定す
る医師の判断または、
主治医などの診断書

認知症で
ない

運転免許
取り消しなど

認知症で
ある

合格

過去３年間に
違反歴 ※１ が

運転技能検査
受検※２

ある

▶指示速度走行▶一時停止
▶右左折▶信号通過―など

※１…11 項目の違反行為

※２…繰り返し受検可能

更新期間満了までに合格しない

運転免許証
更新せず※３
※３…二輪、原付、大特、
小特は、希望により継続

新たに「サポートカー限定免許」が導入されます
運転に不安がある高齢運転者などを対象に、より安全な自動車に限って運転を続けると
いう新たな選択肢を設けるための制度が導入されます。詳しくは、警察庁ホームページで。
▶対象車両（いずれかに該当）
・①が道路運送車法の保安基準に
適合するもの。
・①と②の機能が国土交通大臣に
よる性能認定を受けているもの。
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職場は昨年完成したばかり

市役所で働きませんか
令和５年４月採用 正規職員募集

まちづくり活動に補助金
市民提案型まちづくり事業

施策に！
声を
の
さん
皆
の
民
市

公募委員を募集
市の施策などに関して調査したり、協議したりする
次の審議会・委員会の委員を募集します。

令和５年４月に採用する正規職員を募集し
ます。西脇市の未来を、一緒につくりません
か。
▶募集職種・要項
受験資格などの詳細は、市ホームページや
総務課で配布する試験案内をご覧ください
職

種

予定人員

一般事務職
一般事務職
一般事務職

10 人程度
25 ～ 44 歳
若干名

44 歳まで
19 ～ 24 歳

土木職
土木職

（R5.4.1 現在）

19 ～ 24 歳

（社会人経験者）
（ＩＣＴ情報処理）

年齢要件

若干名

（※）

25 ～ 44 歳

（社会人経験者）

「参画と協働のまちづくり」を推進するため、
西脇市は市民活動団体が自主的・自発的にま
ちの魅力を高めたり、社会的課題を解決した
りする公益的なまちづくり活動を支援してい
ます。
なお、採択には審査を行います。審査には
企画書の提出と、公開プレゼンテーションへ
の参加が必須です。

（※）大学院修了者は 30 歳まで

▶受付期間
５月２日（月）〜６月 15 日（水）／必着
▶申込方法
所定の申込書を記入の上、下記へ持参また
は郵送。様式は、市ホームページからダウン
ロードできます
▷郵送による申込書の請求
封筒の表には、返送先の住所と氏名のほか、
朱書きで「◯◯○受験案内請求」と明記し、
140 円切手を同封して請求してください
▶１次試験
申込書による書面審査
▶２次試験
７月 23 日（土）
、24 日（日）
▶申込み・問合せ
〒677-8511 西脇市下戸田 128-1
西脇市総務課（市役所内線 3049）

▶対象事業
継続的な活動が期待できる団体が、令和４
年４月〜令和５年３月に実施する次の要件を
満たす事業
・原則として、市内全域または複数地区を
対象に実施する事業
・非営利で公益的な事業
▶補助額
上限 30 万円（補助対象経費の範囲内）
▶交付回数
・１団体につき１事業のみ
・同一事業への補助金交付は３回が限度
▶受付期間
５月６日（金）〜６月 10 日（金）／必着
▶応募方法
所定の企画書等を記入の上、下記へ持参ま
たは郵送。様式は、市ホームページからダウ
ンロードできます
▶公開プレゼンテーション
令和４年６〜７月に実施予定。
７分程度で事業の目的や概要を説
明し、審査員の質問等に回答
▶申込み・問合せ
〒677-8511 西脇市下戸田 128-1
西脇市まちづくり課（市役所内線 3022）

まちづくり推進審議会

都市計画審議会

公共施設適正化検討委員会

「参画と協働のまちづくり」の推
進に関して審議します。

都市計画に関する事項を、調査・
審議します。

平成28年度に策定した、公共施設
等総合管理計画の改訂に関して
審議します。

▶応募資格
①市内在住、在勤または在学す
る 15 歳以上の方（中学生は
除く）
②本市の他の審議会などの委員
でない方
③主に平日夜間に開催する２時
間程度の会議に出席できる方
▶募集人数
若干名
▶受付期間
５月２日（月）〜 16 日（月）
／必着
▶申込み・問合せ
〒677-8511
西脇市下戸田 128-1
西脇市まちづくり課
☎22-3111（内線 3021）
22-1014
machi@city.nishiwaki.lg.jp

▶応募資格
①市内在住または在勤する満18
歳以上の方（高校生は除く）
②本市の他の審議会などの委員
でない方
③平日昼間に開催する２時間程
度の会議に出席できる方
④都市計画に関する知識がある方
▶募集人数
１人
▶受付期間 ５月６日（金）〜
20 日（金）／必着
▶申込み・問合せ
〒677-8511
西脇市下戸田 128-1
西脇市都市住宅課
☎22-3111（内線 2113）
22-8573
toshikeikaku@
city.nishiwaki.lg.jp

▶応募資格
①市内在住または在勤する満 18
歳以上の方（高校生は除く）
②本市の他の審議会などの委員
でない方
③平日昼間に開催する２時間程
度の会議に出席できる方
▶募集人数
３人
▶受付期間
５月６日（金）〜 20 日（金）
／必着
▶申込み・問合せ
〒677-8511
西脇市下戸田 128-1
西脇市管財課
☎22-3111（内線 3020）
22-1014
fm-eizen@
city.nishiwaki.lg.jp

共通事項

▶任期 委嘱の日から２年間
▶報酬額
１開催につき 3,700 円（３時間未満の場合）
▶応募方法
所定の応募用紙を記入の上、担当課へ持参、郵
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送、ファクスまたはメールのいずれかで提出（持
参する場合は土・日・祝日を除く）。応募用紙は
市ホームページからダウンロードできます。また、
請求いただければ郵送します
▶選考方法
応募書類で選考。全員に結果を通知します
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公式ＳＮＳ

まち の 話 題

西脇市 Facebook でも情報発信中！
紙面に載せきれないまちの話題がど
んどん届きます。

まち の 話 題
みらいえに笑顔あふれる
―合同イベント開催

若手美術家による「アートの扉」

春休みに合わせ、こどもプラザと
図書館が合同イベントを開催。春の
穏やかな陽気に恵まれ、親子連れら
が館内外でさまざまなアトラクショ
ンを楽しみました。
「こどもプラザフェスタ」では、
高校生が播州織を使った工作や日用
品で作ったゲーム遊びが体験できる
ブースを設置。大阪大学の学生によ
るブロック教室もあり、子どもたち
は学生に教わりながら、真剣な表情
でブロックを組み立てました。
また、「春の図書館まつり」では、
ボランティアが絵本の読み聞かせを
実施。自分の好きな本を透明テープ
で装丁したり、小さな本を作ったり
するワークショップも開かれました。
ピアノのリレーコンサートでは、
７組が童謡やクラシック音楽の腕前
を披露しました。〔３月27日／茜
が丘複合施設みらいえ、図書館〕

兵庫ブレイバーズ主催試合開催

大阪府出身の画家・國久真有さんの「絵画を生
きる」展が開かれており、アクリル絵画や油絵、
鉛筆画など計38作品が並んでいます。國久さんの
作品は自分の体をコンパスのように使い、円を重
ねて描くのが特徴。「WIT-WITシリーズ」と
名付けた作品を手掛けており、同館の山﨑均副館
長は「体と一体化した描き方で、絵画の自由な雰
囲気を楽しめる」と評価しています。〔４月10日
〜７月24日／岡之山美術館〕

野球のさわかみ関西独立リーグの所属で、本市
と連携協定を結ぶ兵庫ブレイバーズの主催試合が
市内であり、訪れたファンが声援を送りました。
協定では両者の発展に向けて協力し合うことを約
束しており、主催試合が市内で毎月開催されるほ
か、今後は子どもを対象にした野球教室の開催や
公式戦への招待、北海道富良野市に拠点を置く独
立リーグ球団との交流試合も予定されています。
〔４月３日／黒田庄ふれあいスタジアム〕

生きる力育む教育再認識

ドライバーに交通安全呼び掛け

アジサイ苗の交換で交流

新学期を目前に控え、市教育委員会が「教職員
の集い」を開催し、市内の幼稚園や小中学校に勤
務する教職員約300人が出席しました。笹倉教育
長の訓示に続き、令和４年度の教育施策について
説明を受け、子どもたちの生きる力を育むために
取り組むことを再認識しました。（２〜３ページ
に関連記事）〔４月５日／市民交流施設〕

春の全国交通安全運動に合わせて、西脇警察署
と西脇多可交通安全協会、西脇多可自家用自動車
協会の皆さんが、街頭キャンペーンを実施。国道
427号を走行するドライバーに、「安全運転をお
願いします」「交通ルールを守りましょう」など
と呼び掛けながら、交通安全を願うチラシや絵馬
を手渡しました。〔４月７日／旧市庁舎前〕

あじさいフローラみき（三木市）から都麻乃郷
あじさい園へアジサイの苗25株が贈られ、関係者
らが園内に植栽しました。管理運営する西脇市あ
じさい協会は、あじさいフローラみきの開園に向
け、植栽の指導をきっかけに交流を深めており、
今後も相互ＰＲを目的にスタンプラリーを企画し
ています。〔３月18日／都麻乃郷あじさい園〕

９

広報にしわき

令和4年5月号

決意新たに
消防大会で幹部団員らが地域防災への決意を新
たにし、新体制のスタートを切りました。辞令を
受け取った新入団員の上田隼也さんは「全体の奉
仕者として、誠実かつ公平に職務を遂行する」と
宣誓。片山市長は「消防団員の自覚と誇りを持ち、
先輩が築いた数々の功績を受け継いでほしい」と
告辞しました。〔４月３日／市民交流施設〕
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―人つどい

人はぐくむ

交流の場―
みらいえ

図書館イベント

西脇市図書館からの

今月のおすすめ図書
テーマは

人つながり

▶おはなし会
▶読書会
▶ビブリオバトル

毎週水・土曜日の午前 10 時 30 分～ 11 時
毎月第２日曜日の午前 10 時 30 分～正午
毎月第２日曜日の午後２時～３時
〒677-0057
西脇市野村町茜が丘 16-1
☎25-2800（代表）
25-2220

面白い辞書

▶男女共同参画センター（☎25-2800）
▶こどもプラザ（☎25-2801）
▶図書館（☎23-5991）
▶コミュニティセンター重春・野村地区会館（☎25-2100）

壊れたままのおもちゃはありませんか

異名・ニックネーム辞典

宝塚語辞典

気持ちを表す
ことばの辞典

文房具語辞典

杉村喜光／編著（三省堂）

春原弥生／著（誠文堂新光社）

飯間浩明／監修（ナツメ社）

高畑正幸／著（誠文堂新光社）

歴史上の人物や芸能人、植物、
土地などの異名とその由来が、
まるで国語辞典のようにまと
められています。

宝塚歌劇に関する「ことば」が、
エピソードなどとともに詳し
く、ユーモラスに紹介されて
います。かわいいイラストも
必見です。

国語辞典の編さんに携わる著
者が監修した一冊。楽しい・
悲しいなどの気持ちを表す言
葉が千語以上紹介されていま
す。

ファイルとバインダーって何
が違うの？そんな疑問にも答
えてくれるこの一冊。文房具
の新たな一面に出会えます。

▶他にもいろいろな体験教室を開催中！
詳しくは、みらいえホームページ（QR コード）へ

みらいえ行事予定
▶お問い合わせは各担当へ（電話番号は 10 ㌻）
＝こどもプラザ
＝みらいえ

＝男女共同参画センター

で

みらいえＤＥ石ころアート
▶とき ５月３日（火・祝）午後 1
時30分〜３時30分▶ところ ビ
ューループ▶講師 藤原廣幸さ
ん（日本美術家連盟会員）
▶持ち
物 アレンジしたい石ころ（大人
の握りこぶしぐらいの大きさ）
大切な人へのプレゼントをつ
くろう！
▶とき ５月８日（日）
①午前11 時
〜正午②午後２時 30 分〜３時 30
分▶ところ こどもプラザ▶対象
おおむね２〜18 歳の児童（未就学
児は保護者同伴）
▶定員 各回 10
人（当日先着順）

みらいえ音楽祭
▶とき ５月８日（日）午 後０時
30 分〜５時 ▶ところ ビュール
ープ▶その他 観覧自由
ぴよぴよのつどい
▶とき ５月16日（月）午前 10 時
30 分〜 11 時30分▶ところ こど
もプラザ▶対象 ６か月までの乳
児とその保護者▶定員 ８組（当
日先着順）
女性就労支援セミナー（私らし
い働き方をみつけよう／しっかり
知ろう！私の年金）
▶とき ５月 21 日（土）午後１時
30 分〜３時▶ところ 会議室１▶

出演者を大募集

「おもちゃ病院」開院中

あ・つ・ま・れ！みらいえパフォーマー

「誕生日にもらったおもちゃを動くようにし
てほしい」「お気に入りのおもちゃを直してほ
しい」などといったことはありませんか。大切
なおもちゃを、おもちゃドクターに診てもらい
ましょう（一人１つ／一部、対応不可）
。
▶とき
毎月第３土曜日の午前９時〜正午
▶ところ 工芸室
▶利用料
無料（だたし、部品代等が
必要な場合あり）
▶問合せ
こどもプラザ
（☎25-2801）

みらいえのビューループでパフォーマンスを
する演者・ダンサー・グループを募集します。
ダンス、武道、大道芸など、日頃の活動・練習
の発表の場として、出演しませんか。
▶とき ６月 19 日（日）午後１時〜５時
▶ところ ビューループ
▶募集定員
10 組程度（要申し込み・先着順）
▶出演時間
１組 20 分以内（準備などの時間を含む）
▶受付時間 ５月 31 日（火）まで
▶申込み・問合せ
みらいえ（☎25-2800）
miraie@city.nishiwaki.lg.jp

＝図書館

定員 10人（要申し込み・先着順）
児童館クッキング（こいのぼり
ランチをつくろう！）
▶とき ５月22日（日）午前10 時
〜正午▶ところ 調理室▶対象
小学生〜 18 歳の児童▶定員 15
人（要申し込み・多数の場合は抽
選）
▶参加費 １人 300 円▶受付
期間 ５月９日（月）〜15日（日）
パパ・ママカフェ（マフィンづくり）
▶とき ５月 29 日（日）午後１時
30 分〜３時ごろ▶ところ 調理
室▶対象 子育て中の保護者▶
定員 10人（要申し込み・先着順）
▶参加費 １人 200 円

「こどもプラザ」からのおたより

ＮＰＯ法人みなみ会の活動って？
西脇市にある “ＮＰＯ法人みなみ会” をご存
じでしょうか。今回は、みなみ会がみらいえで
行う活動をご紹介します。
みなみ会は、放課後や学校休業日に、みらい
えでの「学習の場」と「安全・安心な遊びの場」
を提供することで、児童生徒の学習習慣の定着
と健全育成、地域の子育て支援体制の整備を目
指しています。みなみ会のスタッフは、元小・
中学校などの教員と、教員を目指す大学生が中
心。ベテランの先生と、利用する子どもと年齢
が近い大学生が関わることで、小学生らは安心
感を得、楽しみが膨らみます。
勉強の分からないところを丁寧に教えてもら

「宿題をやっつけよう」の一コマ▶

ったり、ルールがある集団遊びをしたりします。
異年齢や同級生と、楽しみながら学習や社会性
を身に付けることができる時間です。
最近は、ウクライナ侵攻のニュースから戦争
について学び、自分たちにできることを一緒に
考えて、折り紙やメッセージカードを制作しま
した。他にも、長期休業日には、地域の公民館
などへ出向いて「夏休みの宿題をやっつけよう」
を開催するなど、西脇市の子どもの健全育成に
取り組んでいます。
ぜひ、みなみ会スタッフと一緒に、さまざま
な体験をしてみましょう。

今月の休館日≫ ５月 25 日（水）
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地域に信頼される良質な医療を提供します

西脇病院

今月のメニュー

おいしく食べて、元気なからだに

あ

いきいき健康レシピ

野菜と油揚げのごま酢和え

実施中

新型コロナ院内感染防止対策
・マスク着用と自宅での検温
・全入院棟への入館を禁止
にご協力ください

材料（２人分）

A

〒677-0043
西脇市下戸田652-1
☎22-0111
23-0699

新しい医師を紹介します

内科医員

けい

圭

内科医員

しんぐう

新宮

まなみ

愛美

内科医員

とだ

戸田

けんさく

憲作

しんいち

伸一

令和4年5月号

脳外科医員

みうら

三浦

広報にしわき

地域医療に貢献できるよう
に注力したいと思います︒

病院職員募集―来春採用

30

いしい

しんじ

真示

31

外科部長

きし

岸

13

未熟者ではありますが︑少
淡路島の病院から来ました︒
しでも皆さまのお役に立てる
西脇の内科医療に貢献できる
ように精いっぱい努力したい
よう︑日々研さんしたいと思
と思います︒
います︒

こうき

皓輝

29

内科医員

なるかわ

生川

ひでたか

英孝

地域のお役に立てるよう︑
精いっぱい頑張ります︒

外科医員

こうざい

香西

53

石井

腎臓を中心として皆さまの
健康を支えていきたいと思い
ます︒

なおや

尚也

内科医員

ほり

堀

少しでも地域に貢献できれ
ばと思っています︒

内科医員

まほ

真帆

月～金曜日の午前 10 時～午後５時
（祝日・年末年始を除く）

もりかわ

22-3515

森川

☎22-3111

たけし

令和4年5月号

西脇市消費生活センター

内科医員

広報にしわき
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きは、すぐ
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▶アドバイス
サイトは、公式ロゴマークの有無だけで判断
せず、公式サイトのもの（例えば URL）である
か確認しましょう。 また、事業者の情報や連絡
先、電話番号などを確認し、不審な点があれば
購入を控えましょう。

まえだ

▶事例
▷検索サイトでブランド名や商品名を検索する
と、偽サイトへのリンクが表示される。
→検索結果が、公式サイトよりも上位に表示
されることもあります。
▷サイトに「50％OFF」などの表示があり、購
買意欲をあおる。また、割引前の価格と販売
価格を併記し、安く買えると思わせる。

▷クレジットカード決済で代金を支払ったが、
メールや商品が届かない。

前田

令和３年春以降、家電製品や生活雑貨などの
公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する
消費生活相談が増加しています。相談内容は、
「偽のサイトで商品を注文してしまった」など。
偽サイトは、有名ブランドのロゴや商品の画像
を盗用しており、一目見ただけでは偽サイトと
気付くことは困難です。次の事例等を確認し、
被害に遭わないようにしましょう。

西脇市の医療に貢献できる
よう精いっぱい頑張ります︒

有名ブランドの偽サイトに注意

令和５年４月採用の看護師
と助産師を募集します︒対象
は昭和 年４月２日以降に生
まれ︑いずれかの免許を有す
る方と︑令和５年３月 日ま
でに免許取得見込みの方です︒
応募方法など詳細は病院ホ
ームページに掲載しています︒
▼受付期間 ５月 日︵金︶
まで▼予定人員 看護師＝
人程度▽助産師＝若干名▼試
験日 ５月 日︵日︶▼申込
み・問合せ 病院総務課︵病
院内線３６４︶

№199

ご縁があり︑西脇病院で仕
事をさせていただくことにな
りました︒精いっぱい頑張り
ます︒

にしわき消費生活通信

和久

トラブルを未然に防ぐために

野村

かい野菜などを積極的に食べると、食事を通してかむ
力の維持と向上につながります（オーラルフレイル予
防）。

産婦人科部長

こうくう

西脇市いずみ会

でも今後︑力を入れていきた
いと考えています︒ただし︑
なにぶん常勤医２名でこれだ
けの分野を網羅する体制を取
っているため︑外来診療など
待ち時間で患者さまに負担を
かける場面があると思います
が︑ご理解いただけると幸い
です︒
今後とも西脇病院産婦人科
をよろしくお願いします︒

高齢者が軟らかいものばかりを食べると、かむ力が
弱くなり、唾液の分泌が減少して口腔環境も悪化しま
す。歯ごたえのあるものや、少し大きめに切った軟ら

▶協力

189

化学療法︑場合によっては終
末期医療まで幅広く扱ってい
ます︒さらに今年度から不妊
治療が保険適用の対象となり
ましたので︑一般不妊治療と
して人工授精までを扱うこと
が可能になりました︒
近年の女性の社会進出やキ
ャリア形成を踏まえると︑不
妊治療の分野の需要はますま
す増加すると考えられ︑当科

バイス
健康アド

エネルギー …… 104 ㌔㌍
タンパク質 ……… 4.2 ㌘
脂質 ……………… 5.9 ㌘
カルシウム ……… 80 ㌘
塩分量 …………… 0.5 ㌘
食物繊維 ………… 3.0 ㌘

診療しています︒産科はいわ
ゆる﹁お産﹂を扱う分野で︑
北播磨地域では数少ない小児
科常勤医や内科医と連携した
周産期急性期病院として︑合
併症妊婦の出産を取り扱って
います︒
また︑婦人科領域において
は子宮筋腫や卵巣腫瘍などの
良性疾患から子宮がん︑卵巣
がんなどの悪性疾患まで手術︑

①油揚げをフライパンで焼く。焦げ目が付いたらフライパンから
取り出し、短冊切りにする。
②キャベツとニンジンを短冊切りにし、さっとゆでる。
③キュウリは縦に半分に切り、同じく短冊切りした後、少し塩（分
量外）をふり、しんなりさせる。
A
④ボウルに、
Ａと①〜③を加えてよくあえる。

祖父の出生地である西脇で
お世話になることとなり︑ご
縁を感じます︒

作り方

西脇市の医療を支える一員
として精進していきます︒

大さじ１
小さじ２
大さじ 1/2
小さじ１
小さじ１

健康バンザイ

すりごま ………
酢 ………………
だし汁 …………
砂糖 ……………
薄口しょうゆ …

西脇病院産婦人科について

80 ㌘
20 ㌘
40 ㌘
1/2 枚

当科では産科︑婦人科︑生
殖医分泌領域の３つの部分で

キャベツ …………
ニンジン …………
キュウリ …………
油揚げ ……………

22
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157
▶執筆

人権教育課（市役所内線 4012）

戦争と人権

日野
こども園
●

34

西仙寺

西脇区まちづくり委員会がしばざくら花壇を移設

23

５-９９２︶

市花・しばざくらに癒されて

郷土資料館︵☎

市原駅記念館●

▼問合せ

令和4年5月号

しゃか

広報にしわき

日野小●

32

西脇の自然 578

カマツカ
ばら科

地域の憩いの場づくりを目的に、西脇区まちづくり
委員会（生活情報部会）が、しばざくら花壇の移設作
業を行いました。
毎年４月下旬〜５月中旬に見頃を迎えます。
▶ところ
播磨内陸生活文化総合センタードウジアム前
（童子山内広場から移設しました）
▶問合せ 西脇区事務所（☎22-2127）

片山象三

15

100

西脇市長

21

西田町の西仙寺境内︑本堂に向かっ
て右手に︑中世に造られた市指定文化
財の石造品が２基残されています︒
一つは︑市内在銘最古の五輪塔で︑
地輪︵基礎︶に応永 年︵１４２７年︶
﹁権 大 僧 都 法 印 良 円﹂と 刻 ま れ て い
ます︒良円は赤松氏出身の西仙寺中興
に尽力した住職で︑その供養塔として
造立されました︒
もう一つは︑板碑という板状の石材
で︑上端が三角に尖った石塔です︒上
部に釈迦三尊の種子
︵諸仏を表す梵字︶
が︑下部には蓮華座が線刻されていて︑
輪郭内の銘文には大乗妙典教︵法華経︶
を千部読誦したことを記念し︑文禄２
年︵１５９３年︶に造立されたことが
刻まれています︒

かんよう

﹁サントリー天然水の森・ひょ
うご西脇門柳山﹂に関する協
定を締結しており︑そのご縁
もあって︑このたびの協定締
結につながったと大変喜んで
い ま す︒天 然 水 の 森 は 全 国
ヵ所にありますが︑兵庫県
では唯一の森︒ここ数年は新
型コロナの影響で実施されて
いませんが︑毎年︑同社の社
員が森を訪れ︑森林整備を通
した研修をされています︒
現在︑ペットボトルのリサ
イクル率は８割を超えていま
すが︑水平リサイクル率は２
割弱︒協定が締結できたのは︑
西脇市と多可町の住民の皆さ
んが使用されたペットボトル
をきれいにして資源回収に出
してくださっているおかげだ
そ う で す︒皆 さ ん の 環 境 へ の
意識の高さがうれしく︑また︑
誇りに思います︒日頃からＳ
ＤＧｓの推進にご協力いただ
いていることに︑心から感謝
申 し 上 げ ま す︒
﹁元 気 な ま ち
西脇市﹂をともに創ってまい
りましょう︒

門柳山が育む天然水。清らかな水を守
るためにも、ＳＤＧｓの推進を

皆さんの行動がＳＤＧｓの推
進に！

このたび︑西脇多可行政事
務組合とサントリーホールデ
ィングス株式会社︑サントリ
ー食品インターナショナル株
式会社は︑ペットボトル をペ
ッ ト ボ ト ル に リ サ イ ク ルす る
﹁水 平 リ サ イ ク ル﹂事 業 に 関
する協定を締結しました︒平
成 年 に は︑サ ン ト リ ー ホ ー
ルディングス株式会社と兵庫
県︑兵庫県緑化推進協会︑本
市 の 四 者 で︑森 の 水 源 涵 養 機
能の向上を目的に︑森林整備
22

応永 34 年（1427 年）造立の五輪塔

みんなでまちづくり―市民の皆さんのまちづくり活動―

市長からの手紙
― 西脇を元気に‼ ―

釈迦三尊板碑

春日橋東詰

いのでしょうか。
ウクライナ侵攻のさなかで開催された北京パラリ
ンピックの開会式で、国際パラリンピック委員会の
パーソンズ会長は「今、世界で起きていることに強
い衝撃を受けている。21 世紀は戦争と憎しみの時代
ではない。みんなが共生できる世界。差別や憎しみ
と無縁の、紛争のない社会を目指す」と語り、スピー
チの最後に「PEACE（平和）
」と力強く訴えました。
そして、閉会式のあいさつでは、
「選手村では、違
うことで分断されることはなかった。一つになれた。
一つになることで希望が生まれる。共に生きること
への希望、平和への希望です」と話しました。
「21世紀は人権の世紀」ともいわれますが、何の
努力もなしに、成り立つものではありません。一日
も早く、ウクライナの大地から爆発音が消え、戦火
の煙が見えなくなることを願ってやみません。

Ｒ４２７

連日、ロシアによるウクライナ侵攻の様子がテレ
ビやインターネットなどを通して私たちに届けられ
ています。そこには、私たちが心穏やかに見ること
のできない映像があふれていました。
「何とかしな
いと」
「何とかできないのか」といった思いを持ち
ながら、ある人は募金活動に協力し、またある人は
反戦平和の集会に参加しました。
ウクライナでは、子どもや幼子を抱く親、お年寄
りらが自らの命を守るために必死に逃げています。
３月には、ウクライナの人口（4200万人）のおよそ
４分の１の人たちが家を追われ、国内外に避難しま
した。一方、男性のみならず多くの女性が、愛する
家族と祖国を守るため、銃を手に取り戦場で自らの
命をさらしてロシア軍と戦っています。
「戦争は最大の人権侵害」といわれます。戦争に
なれば多くの人間が命を失い、家を失います。さら
には、祖国さえ追われます。この春、ウクライナの
人たちが直面した悲劇を、私たちはどう捉えればよ

西仙寺の五輪塔と釈迦三尊板碑︵西田町︶

心のスケッチ

低山や丘陵の林縁などの日当たりのよいと
ころを好み、自生する落葉の小高木です。雑
木で幹もあまり太くならず、材は細くても緻
密で、非常に堅く丈夫であるため、鎌の柄（鎌
柄）や金づちの柄として使われてきました。
名前もここから由来し、「カマツカ」と付け
られたようです。
４〜５月ごろには、枝先に１㌢ほどの５弁
の白い小花を５〜20 輪、花序で咲かせます。
また、10〜 11 月ごろには、１㌢弱ほどの
楕円形の赤い熟した実がなり、甘酸っぱくて
食べることができます。
黄葉も美しく、庭木として植栽されている
ほか、盆栽としても利用されています。
だえん

【西脇市動植物生態調査研究グループ】

広報にしわき

令和4年5月号

14

催

し

市民交流施設からのお知らせ

ここ

ほとばし

施設︵☎
３０１０︶

募

集

市営・県営住宅入居者募集

▼ 募 集 住 宅 市営住宅＝①下
戸田団地／２ＤＫ一般１戸
︵単身可︶②西林寺団地／３
ＤＫ一般１戸︵２人以上︶③
上野団地／３ＤＫ一般１戸
︵３人以上︶▽県営住宅＝①
西脇谷町住宅／２ＤＫ高齢１
戸︵単身のみ︶②西脇日野ヶ
丘住宅／２ＬＤＫ高齢１戸
︵２人以上︶③西脇蒲江住宅
／３ＬＤＫ一般１戸︵３人以
上︶▼ 申 込 受 付 ５月 日
︵火︶午後５時までに左記で
受付▼ 必 要 書 類 ・ 申 込 資 格
市ホームページか左記へ▼ そ

の 他 他の住宅もありますの
で︑電話で予約の上ご相談く
ださい▽収入の多い方でも入
居できる特定公共賃貸市営住
宅︵黒田団地︶の家賃月額が
６万２千円に減額されました
▼ 申 込 み ・ 問 合 せ 都市住宅
課︵市役所内線２１２２︶
第 回子ども芸術祭子ども
ステージ出演団体募集
▼とき ８月 日︵日︶正午
〜▼ところ 市民交流施設オ
リ ナ ス ホ ー ル ▼対 象 市 内 で
音楽やダンスなどの練習に励
む子どもを主体とした団体・
グ ル ー プ ▼定 員 ８ 団 体 程 度
▼募集締切 ５月 日︵金︶
▼申込み・問合せ 生涯学習
課︵市役所内線４０５１︶

定員
人▼指 導 市 卓 球 協
会▼参加費 中学生以下＝千
円▽高校生以上＝２千円︵初
回の教室で徴収︶ ▼申込み・
問合せ 生涯学習課︵総合市
５９９
民 セ ン タ ー 内 ／☎
６︶
ヨーガ教室生(前期)募集
▼とき ５月 日︵金︶午前
時〜 時︵毎週金曜日／全
回︶▼と こ ろ 総 合 市 民 セ
ンター和室▼対象
歳以上
▼定員
人／先着順▼講師
藤 本 千 歳 さ ん ▼受 講 料 ５ 千
円▼申込受付 ５月６日︵金︶
午前９時〜▼申込方法 申込
書を左記へ▼申込み・問合せ
中央公民館︵総合市民センタ
５９９６︶
ー内／☎

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、紙面の催しなどを中止・延期することがあります。その場合は、市ホームページや防災行政無線などでお知らせします。

16
令和4年5月号

アピカホール か ら の お 知 ら せ

▼ と こ ろ アピカホール▼ 申
込 み ・ 問 合 せ アピカホール
︵☎ ９０００︶
○歌劇「ラ・ボエーム」ハイ
ライトコンサート〜ええとこ
どり！
▼ と き ５月 日︵日︶午後
３時〜４時 分▼ 入 場 料 ５
００円︵全席指定︶
○蓄音器で味わう名曲シリー
ズ「第 回〜リクエスト特集
〜」
▼ と き ５月 日︵土︶午後
１時 分〜４時 分▼ 入 場 料
５００円
童子山の春・絵と人形展
▼ と き ５月１日︵日︶〜
日︵日︶午前 時〜午後６時
▼ と こ ろ 旧来住家住宅▼ 休
館 日 毎週月曜日︵祝日の場
合は翌日︶▼ 問 合 せ 西脇Ｔ
ＭＯ推進室 ︵☎ ９１１９︶
織物のちから展(神戸芸術
工科大学)
▼ と き ５月 日︵水︶〜
日︵日︶午前 時〜午後６時
▼ と こ ろ 旧来住家住宅▼ 休
館 日 毎週月曜日▼ 問 合 せ
９
西脇ＴＭＯ推進室︵☎
１１９︶

務／全５回・２万７千円③日
商簿記３級／全 回・２万６
千円④英会話入門／全 回・
２万円⑤データベース︵アク
セス︶／全 回・３万円▼ そ
の 他 教材費が別途必要／雇
用保険未加入者は受講料に３
千円を加算▽申込方法や期間
など詳しくは左記へ▼申込み
・ 問 合 せ 北はりま職業訓練
センター︵☎ ４３２６︶

スポーツ

50

ばんぱく

卓球教室

13

22

20

○世良公則アコースティック
ソロライブ〜迸る〜生きるチ
カラが此処にある
アコースティックギター一
本とは思えないほどの迫力あ
る演奏と唯一無二の歌声で聴
衆の心をわしづかみにし続け
ている世良公則さんのソロラ
イブを開催します︵未就学児
は入場不可︶︒
▼ と き ８月 日︵日︶午後
４時〜６時▼ と こ ろ 市民交
流施設オリナスホール▼ 入 場
料 ６千円︵全席指定︶▽ペ
ア割引は１万１千円︵２人︶
▼ 入 場 券 販 売 市民交流施設
窓口＝５月 日︵土︶午前
時〜▽インターネット・電話
＝５月 日︵土︶午後１時〜
▼ 申 込 み ・ 問 合 せ 市民交流

た野菜を農産物直売所に出荷
する生産者を募集します︒
▼ 対 象 農産物を出荷してい
る方または出荷を考えている
方▼ 認 証 品 目 野菜など 品
目▼ 認 証 特 典 農産物への認
証マーク=左図=の貼付など
▼ 申 請 期 限 ５月 日︵金︶
▼問合せ 農林振興課︵市役
所内線２０３２︶

職業訓練セン タ ー 講 座 生 募 集

28

27

24

12

29

23

80

織物のまちに、
織物の名物市を

▼と き ６ 月 ４ 日︵土︶午 前
時〜正午／全８回▼ところ
総合市民センター体育館▼対
象 市 内 在 住 の 小 学 生 以 上▼

30

11

12

24

23

20

▼ コ ー ス ・ 受 講 料 ①福祉住
環境コーディネーター２級／
全５回・２万円②調剤薬局事

10 10

シルバー人材センター入会
説明会
仕事内容や仕組みなどを詳
しく説明します︵申込不要︶
︒
会員を随時募集しており︑条
件は 歳以上の健康で働く意
欲があり︑シルバー人材セン
ターの趣旨に賛同する方です︒
▼ と き ５月 日︵水︶午後
２時〜３時 分▼ と こ ろ シ
ルバー人材センター▼ 問 合 せ
西脇・多可シルバー人材セン
ター︵☎ ５６８６︶
西脇ファーマー生産者募集
安全安心な農産物の生産者
を﹁西脇ファーマ ―
﹂に認定
しており︑﹁西脇ファーマー
ズブランド﹂として認証され

27

３年ぶりの播州織の生地マルシェイベ
ント。キッチンカーが大集合するフード
イベントも同時開催します。
▶とき
５月 22 日（日）午前 10 時〜午後４時
▶ところ 市役所〜旧来住家住宅周辺
▶主催 播州織産地博覧会実行委員会
▶問合せ
事務局
（西脇商工会議所内／☎22-3901）
22

14

23

企業版ふるさと納税を活用し、地方創
生の取り組みを進めています。昨年度は
10社・計670万円の寄附があり、産業
や健康づくりの事業などに活用しました。
▶寄附いただいた企業／敬称略・順不同
株式会社サイバーレコード（熊本県）
▷足立織物株式会社（多可町）▷瀬戸株
式会社（東京都）▷第一生命保険株式会
社（東京都）▷株式会社丸嘉（東京都）
▷株式会社関西C.I.C研究所（大阪府）
▷株式会社ソーイング竹内（多可町）▷
株式会社いけうち（大阪府）▷光洋機械
産業株式会社（大阪府）
※公開を了承された企業のみ掲載
▶問合せ
商工観光課（市役所内線2024）

15

15

28

30

播州織産地博覧会「播博」開催

全国の企業が西脇市を応援

24
40

10

西脇市役所☎22-3111㈹
10

東京西脇多可の会は、関東圏にお住ま
いの西脇市と多可町の出身者、または両
市町に縁がある方で構成する同郷会です。
ふるさとへの愛着と誇りを一層深め、同
郷の発展に寄与することを目的に設立さ
れました。会員の親睦と情報交換の場を
設けたり、親睦行事を行ったりして連帯
意識を深めています。
入会は随時、下記で受け付けています。
▶事業内容
総会・親睦会、親睦行事の開催▷ふる
さと情報の提供▷会報紙の発行など
▶年会費 ２千円
▶申込み・問合せ
東京西脇多可の会西脇事務局（市長公
室内／市役所内線 3053）

10

企業版ふるさと納税で

18

23

市民の皆さんに
役立つさまざまな
情報をお知らせ
します。

21

28

30

23

10 18

くらしの情報

28

60

東京西脇多可の会会員募集

30

Information
関東圏にお住まいの西脇市・多可町出身者へ

広報にしわき
令和4年5月号
広報にしわき
17

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

幼児・小学生
3歳〜小6

小・中学生
小1〜中3

幼児・小学生
3歳〜小6

小・中学生
小1〜中3

Ｌ3

Ｕ4

子育て
養育費確保のための新事業

資格取得のため︑養成機関で
修業する場合︑３年間︵取得
のために４年課程が必要な場
合は４年間︶を上限に生活の
負担を軽減します︒
▼支給額 訓練促進給付金＝
月額 万円︵住民税課税世帯
は７万５００円／最終年は４
万 円 を 増 額︶
▽修 了 支 援 給 付
金︵養 成 機 関 の 卒 業 後︶
＝５
万円︵住民税課税世帯は２万
５千円︶

まちづくり
こい

Ｄ5

日曜窓口開設

▼ と き ５月８日︵日︶︑
日︵日︶８時 分〜正午▼ 取
扱 事 務 ①住民票︑課税証明
等の証明書の発行②印鑑登録
③転入・転出などの住民異動
届の受付︵平日に改めて来庁
が必要な場合があります︶④
マイナンバーカードの申請支
援︑交付︵要予約︶︑電子証
明書の更新▼ 問 合 せ 戸籍住
民課︵市役所内線１０３１︶
児童福祉週間

Ｄ6

・・・特にオススメのコースです!!!
※5月20日
（金）
〜26日
（木）は進級テストのため、子どものコースは体験できません。
※4月29日
（金・祝）
、
30日
（土）
は5月練習になります。
※5月27日
（金）
、
28日
（土）
、
31日
（火）
は6月練習になります。

○森林所有者などが立木を伐
採する場合
伐採を行う 日前までの届
け出が義務付けられています︒
伐採後は状況報告も必要です︒
必要な書類など詳しくは︑市
ホームページをご覧ください︒
▼ 申 請 ・ 問 合 せ 農村整備課
︵市役所内線２０４１︶
○危険木などにお困りの方へ
森林環境譲与税を活用し︑
危険木や支障木の伐採費用の
一部を助成しています︒
▼ 対 象 県の加古川地域森林
計画で対象の森林のうち︑個
人所有の天然林▼申請期間
６月 日︵木︶まで▼ 申 請 ・
問 合 せ 農村整備課︵市役所
内線２０４１︶

森林を所有する方へ

25

「ふるさとユーキ」無料配布

ふるさとユーキは︑氷上多
可衛生事務組合︵丹波市︶で
製造される有機肥料で︑豊富
なミネラルと有機質を含む肥
料取締法に準じたものです︒
希望者へ無料で配布されます︒
▼ 申 込 方 法 電話で左記へ▼
申 込 み ・ 問 合 せ 同組合︵☎
０４０４︶
０７９５
９-３３１)

18
令和4年5月号
広報にしわき

Ｅ6

30

天神池に鯉の ぼ り を 揚 げ よ う

交付しています︒対象となる
家庭や設備などは︑市ホーム
ページをご覧ください︒
▼ 申 請 方 法 必要書類を左記
へ▼ 申 請 期 限 令和５年３月
日︵金︶／予算額に達した
時点で締め切ります▼ 申 請 ・
問 合 せ 環境課︵市役所内線
１１１２︶

26

ひとり親家庭の養育費に関
する公正証書の作成などにか
かる費用を助成します︒
▼対象経費 公証人手数料︑
家庭裁判所の調停申立てまた
は裁判に要する収入印紙代︑
戸籍謄本等添付書類取得費用︑
連絡用の郵便切手代のうち︑
申請者が負担した費用▼申請
方法 市ホームページまたは
左記へ▼問合せ こども福祉
課︵市役所内線１１５６︶

Ⅰ5

５月５日〜 日は﹁児童福
祉週間﹂です︒﹁見つけたよ
広がる未来と つかむ夢﹂
の標語のもと︑全国で児童福
祉の理念の普及・啓発のため
の各種事業が展開されます︒
子どもの健やかな成長や家
庭・地域での子育てについて
考えるきっかけにしましょう︒
▼ 問 合 せ こども福祉課︵市
役所内線１１５３︶

14

ひとり親家庭の自立支援

色とりどりのこいのぼりが
津万の空を元気に泳ぎます︒
▼ と き ５月７日︵土︶まで
▼ と こ ろ 天神池▼ 共 催 津
万地区区長会︑津万地区自治
協議会▼ 問 合 せ 津万地区自
治協議会︵☎ ８２２０︶

〜 4月29日（金・祝）〜6月23日（木）の間で実施 〜

人からの請求により︑年金を 日︵月︶〜
日︵水︶︵土・
分割でき︑割合は二人の合意 日曜日・祝日を除く︶午前８
または裁判手続きで決められ 時 分〜午後５時▼定員
ます②３号分割＝専業主婦の 人／定員になり次第締め切り
方など国民年金第３号被保険 ▼相談内容 年金︵老齢・障
者からの請求で年金を分割で 害・遺族︶請求︑その他年金
き︑割合は２分の１ずつです に関する相談︵代理相談は委
／詳細は左記へ▼問合せ 加 任 状 が 必 要︶▼持 ち 物 年 金
古川年金事務所お客様相談室 手帳または基礎年金番号通知
︵☎０７９ ４２７ ４７４０︶ 書︑障害者手帳など︒事前に
左記へお問い合わせください
加古川年金事務所出張相談
▼予約・問合せ 加古川年金
出張年金相談は予約制です︒ 事務所お客様相談室︵☎０７
電話で予約してください︒
９ ４２７ ４７４０︶
▼とき ５月 日︵木︶午前
時 分〜午後２時▼ところ
市民交流施設ひらめくスタジ
オ１▼予約受付期間 ５月２

30

天神池スポーツセンター（☎22−0072）
◆申込み・問合せ

スイミング
15歳以上男女
スイミング アクアプログラム
15歳以上男女
18歳以上男女
20:00

Ｃ4

Ｌ6

Ｄ4
30
19:00
30

Ｄ3
18:00

Ｂ4

小・中学生
小1〜中3

Ｂ3

幼児・小学生
5歳〜小6
30

Ｃ6
Ｂ2

Ｃ5
幼児・小学生
5歳〜小6
17:00

Ｃ3
Ｃ2

30

金曜日

Ｎ4

Ｂ6

Ｗ5
Ｗ4

ウォーキング
18歳以上男女

ウォーキング 幼児（未就学者）
18歳以上男女
3歳〜年長

Ⅰ3

30

幼児
3歳〜小1
16:00

Ｌ5

スイミング
15歳以上男女
12:00
14:00

スイミング
18歳以上女性
15:00

Ａ4
Ｕ2

Ｇ3

親子ベビー
6ヵ月〜2歳
アクアプログラム 親ばなれ応援
18歳以上男女
2歳～3歳

スイミング
18歳以上女性
スイミング ウォーク＆スイム ウォーキング
18歳以上女性
18歳以上男女
18歳以上男女
11:00

木曜日

Ｓ3

土曜日
水曜日
10:00

Ⅰ2

曜日
時間

広告
広告
広告

天神池スポーツセンター水泳教室
無料体験レッスンに参加してみよう!!
30

加東県税事務所(☎

吉田圭孝
弁護士

令和4年5月号
広報にしわき
19

○債務整理・破産
○離婚
○労働事件
○債権回収
○交通事故
○相続・遺言
○土地・建物
○会社法務
○刑事事件

金

☎22-5996

Ｄ2

30

年

小学1〜5年生 事務局

幼小（低学年）
4歳〜小3

77

離婚時の年金 分 割 制 度

市内
体育館

Ｂ5

30

離婚の際に二人の婚姻期間
中の厚生年金を分割し︑それ
ぞれ自分の年金にできる制度
があります︒離婚後２年以内
に手続きが必要です︒
▼分割方法 ①合意分割＝二

☎22-5996

▼対象 児童扶養手当受給者
または所得水準が同程度の方
／要事前申請▼申請・問合せ
こども福祉課︵市役所内線１
１５４︶
○自立支援教育訓練給付金
雇用保険法の教育訓練給付
の指定教育訓練講座など︑対
象講座の受講のために支払っ
た費用の一部を助成します︒
▼支給額 受講料の６割︵１
万２千超／上限 万円︒看護
師などの資格取得時の支給額
については︑こども福祉課へ︶
○高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士などの

小学1〜5年生 事務局

Ｗ2

29

住まいの創エ ネ ・ 省 エ ネ 支 援

重春
小学校

お知らせ

小学1〜6年生 事務局

自動車税種別割の納期限は５月

西 脇 バ レ ー
スポーツ少年団

Ｊアラートの伝達試験

総合市民
センター

10

10

るか確認するため︑全国一斉
の放送試験︵全国一斉情報伝
達試験︶が実施されます︒
▼ と き ５月 日︵水︶午前
時／試験日の気象状況など
により︑中止となる場合があ
ります▼ 問 合 せ 防災安全課
︵市役所内線２０１４︶

火・土
PM7:00〜9:00

家庭からの二酸化炭素の排
出抑制を図るため︑省エネ設
備の導入や電気自動車の購入
などに︑奨励金として﹁へそ
の街にしわき共通商品券﹂を

西 脇 柔 道
スポーツ少年団

31

38

18

小学1〜6年生

月・水・金
黒田庄ジュニア
※3年生以下は水・金
バレーボールクラブ
PM7:00〜9:00

30

11

月・木・土
総合市民
PM7:00〜9:00
小学1年生以上 永井邦由 ☎22-3135
センター
(土はPM7:30〜9:30)

全国瞬時警報システム︵Ｊ
アラート︶は︑ミサイルの発
射や津波などの緊急事態が発
生したことを皆さんへ迅速に
伝達する仕組みです︒国が人
工衛星を経由して情報を発信
すると︑家庭にある戸別受信
機や屋外に設置した拡声子局
から音声が流れます︒
この仕組みが正常に作動す

小学1〜6年生

日(火)です。お忘れなく！▼問合せ

総合市民
センター

ウォーキング
18歳以上男女

42

水・金
PM7:00〜9:00

☎22-5996

西 脇 剣 道
スポーツ少年団

火曜日

11

山本利武 ☎22−2851
中西紀夫 ☎22−9309
土･日PM1:00〜5:00 重春小学
西 脇 野 球
火･木PM5:30〜8:00 校、野村
スポーツ少年団
(火･木は5･6年生のみ)
公園

火・木・土
PM6:30〜9:00

団員募集
西脇市スポーツ少年団

三宅正倫 ☎22−4049
遠藤郁男 ☎24−1308

練習場所

31

西 脇 空 手 道
スポーツ少年団

20

募集対象
申込み・問合せ
（性別不問）
（敬称略）
練習日時
名
団

西脇市スポーツ少年団事務局
（総合市民センター内／☎22‑5996）
▶問合せ

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

相談料30分5,000円（税別）

休日・夜間相談についてはお問い合わせください。

税

健

康

でに納付ください︒口座振替
の方は５月 日︵火︶にお申
し込み口座から振り替えます︒
市税はコンビニエンススト
スマホ決済で軽自動車税納
アやスマートフォンアプリで
付時の注意点
納付することができます︵上
スマートフォン決済で軽自 限 万円／バーコードの印字
動車税︵種別割︶を納付する がないものやバーコードが読
と︑領収書や納税証明書︵継 めないもの︑金額を訂正した
続検査用︶は発行されません ものは取り扱いできません︶︒
ので︑必要な方は市役所窓口 ▼問合せ 税務課︵市役所内
で発行の申請をしてください︒ １１０１︶
発行に最長２週間程度かかり
ます︒お急ぎの方は︑金融機
関やコンビニエンスストア︑
市役所で納付してください︒
不妊治療ペア 検 査 費 助 成
▼ 問 合 せ 税務課︵市役所内
線１１０１︶
令和３年４月１日以降に不
妊検査を受診した夫婦を対象
税理士による税務相談
に検査費を助成します︒
近畿税理士会西脇支部の税
▼対象︵全ての条件を満たす
理士が︑無料相談に応じます︒ 方︶ 申請日に市内に住所が
▼とき ５月 日︵木︶午後
ある▽不妊検査期間の初日時
１時〜４時／予約優先▼とこ
点で妻の年齢が 歳未満▽夫
ろ 播磨内陸生活文化総合セ
婦そろって不妊検査を受診▽
ンタードウジアム▼申込み・
申請日の属する年の前年︵申
問合せ 近畿税理士会西脇支
請日が１月〜５月の場合は前
部︵☎ ３２４５︶
々年︶の夫婦所得の合計額が
‑
４００万円未満▽他自治体か
税の納期限(５月 日)
ら同様の助成を受けていない
▼助成回数 夫婦１組につき
１回▼助成額 保険適用外の
不妊検査費の７割▼申請・問
合せ 健幸都市推進課︵市役
所内線１１７０︶
○固定資産税・都市計画税１
期分
○軽自動車税全期分(１回の
み)
納付書で５月 日︵火︶ま

ころ 三井住友銀行西脇支店
西側駐車場▼主催 西脇ライ
オンズクラブ▼協賛 西脇商
工会議所▼その他 採血でき
た方に卵２パック進呈▼問合
せ 健幸都市推進課︵市役所
内線１１７０︶

ＨＰＶワクチ ン 接 種

検診無料クーポン送付

○
納 期

歳の方

○

※納期限は月末（12月は25日）です。金融機関の休みに
当たる場合、翌営業日になります。

健幸都市推進課︵市

︵所得要件あり︶︒対象者や
平成 年４月１日生まれの女
申請方法など詳しくは︑市ホ
性▼問合せ 健幸都市推進課
ームページまたは左記へ︒
︵市役所内線１１７０︶
▼申請・問合せ 健幸都市推
風しん抗体検査
進課︵市役所内線１１８２︶
風しん抗体検査を町ぐるみ
食と健康ボランティア講座
健診で受けることができます
生募集
︵要事前予約︶︒クーポン券
を持参し︑受診してください︒
家庭と地域の健康づくりを
目指して︑食事︑運動︑休養
▼対象 昭和 年４月２日〜
昭和 年４月１日生まれの男
に関心のある仲間と楽しく学
びます︵参加無料︶︒
性▼問合せ 健幸都市推進課
▼とき ６月〜 月▼ところ
︵市役所内線１１７２︶
社総合庁舎など▼その他 テ
がん患者アピアランスサポ
キスト代および調理実習費な
ート助成
どは実費負担▼申込期限 ５
がん治療の受診者を対象に︑ 月 日︵金︶▼申込み・問合
医療用ウィッグや乳房補正具
せ 健幸都市推進課︵市役所
の購入費の一部を助成します
内線１１７３︶

役所内線１１８２︶

▼問合せ

こうくう

歯科健診では歯面清掃︵義
歯清掃︶も実施し︑機械を使
って歯磨きでは落としきれな
い汚れを落とします︒無料で
受診できる対象者には案内を
送付します︒
▼対象 妊婦歯科健診＝母子
健康手帳の交付を受けている
妊婦▽歯周病検診＝令和５年
４月１日現在で ︑ ︑ ︑
歳の方▽高齢者歯科口腔健
診＝後期高齢者医療保険の被
保険者▼健診期間 令和５年
３月 日︵金︶まで▼健診場
所 指定歯科医院▼その他
治療は別途費用がかかります

歯科健診を受けましょう

３月

50

○

対象者に子宮頸がん・乳が
ん・大腸がん検診の無料クー
ポン券を送付しています︒
また︑昨年度の無料クーポ
ン券をお持ちで︑新型コロナ
ウイルス感染症の影響で受診
できなかった方に今年度のク
ーポン券を発行しますので︑
左記へご連絡ください︒
▼問合せ 健幸都市推進課︵市
役所内線１１８２︶
○子宮頸がん検診
▼対象 ４月１日現在で ︑
︑ ︑ ︑ 歳の女性
○乳がん検診
▼対象 ４月１日現在で ︑
︑ ︑ ︑ 歳の女性
○大腸がん検診
▼対象 ４月１日現在で ︑

税務課（市役所内線1101）
▶問合せ

○
○
１月

○
○
12月

○
○
10月

○
○
２月

11

31

子宮頸がん予防︵ＨＰＶワ
クチン︶の積極的な勧奨が再
開されることから︑予防接種
を無料で受けられる女性に資
料をお送りしています︒
▼対象 平成９年４月２日〜

○

20

在宅ターミナルケア助成

〜 歳の末期がんの方が︑
住み慣れた生活の場で︑最後
まで自分らしく安心して日常
生活を送れるよう在宅サービ
ス利用料の一部を助成します︒
対象は訪問介護サービスや
福祉用具の貸与などの利用料
です︒申請方法など詳しくは
左記へお問い合わせください︒
▼助成額 対象経費の９割／
上限月額５万４千円▼申請・
問合せ 健幸都市推進課︵内
線１１８２︶
献血にご協力を(４００ )

▼とき ５月 日︵火︶午前
９時 分〜午後３時 分▼と

40

相続・離婚・交通事故・債務整理
訴状・調停申立書が届いた方
初回１時間まで相談無料（要予約）

上記以外のご相談は60分／5000円（税別）
*詳しくはお問い合わせ下さい。

11件
６件
５件
０件
０件
０件
０件
16件
開 示 請 求
西脇市個人情報保
開 示
護条例第45条の規定
内 訳
部分開示
不開示
に基づき、令和３年
訂 正 請 求
利 用 停 止 請 求
度における運用状況
審 査 請 求
口頭による開示請求（簡易開示）
を公表します。
▶問合せ 総務課（市役所内線3043）
９件
２件
６件
１件
０件
０件
41件
開 示 請 求
西脇市情報公開条
開 示
例第25条の規定に基
内 訳
部分開示
不開示
づき、令和３年度に
取 下 げ
おける運用状況を公
審 査 請 求
情 報 提 供
表します。
▶問合せ 総務課（市役所内線3043）

60

60

※申し込みが予定件数に達した時点で締め切る場合があります。

令和３年度個人情報保護制度の運用状況
令和３年度情報公開制度の運用状況

35

40

発送
（中旬）発送
（中旬）
○
○
発送
（中旬）
６月
○
発送
（中旬）
７月
○
○

55

11月

31

５月

30

60

９回
１回
４回
４回
納付回数

国民健康
固定資産税
軽自動車税
保険税
都市計画税
目 市・県民税
税

○
８月

20

40

40

70

市税・国民健康保険税の納期限
50

37

43

９月

創業・再挑戦支援資金等保証料補給
市内で創業する方に、創業資金の信用保証
料を助成します。
▶対象融資 県中小企業融資制度の開業資金
融資（新規開業貸付・再挑戦貸付）で保証付
のもの▷県信用保証協会の創業等に関連する
保証を付した融資▷地域活力向上保証「ふる
さと」を付した融資▶補給額 市が同協会の
保証料の半額を負担▶申請・問合せ 商工観
光課（市役所内線2021）

ml

22

31

30

25

54

12

31

24

中小企業事業資金融資制度
市が事業資金を低利で融資し、県信用保証
協会の保証料の半額を負担します。
▶対象 市内に事業所を有し、引き続き１年
以上同一事業所を経営する方▷同協会の保証
対象業務を営む方▷市税完納者▶融資限度額
１千万円〜1500万円▶融資期間 ７年以内
▶貸付金利（固定） 年1.10％▶申請・問
合せ 商工観光課（市役所内線2021）

45

茜が丘勤労者住宅資金融資制度
野村町茜が丘市有分譲宅地を購入し、住宅
を建築する勤労者のための資金を融資します。
▶融資限度額 ３千万円▶融資期間 40年
以内▶貸 付 金 利 （固定） 年1.90％▶申
請 ・ 問 合 せ 都市住宅課（市役所内線
2122）

22

39

30

勤労者住宅資金融資制度
勤労者住宅の建築・購入のための資金を低
利で融資します。
▶対象 同一場所に１年以上居住し、同一事
業所に１年以上勤務する方▷市内に自己の住
宅を建築（増改築を含む）または購入する方
▷18歳〜65歳の市税完納者▶融資限度額
２千万円▶融資期間 40年以内▶貸付金利
（固定） 年1.90％▶申請・問合せ 商工
観光課（市役所内線2021）

20

30

市の融資制度をご活用ください

広告
広告

20
令和4年5月号
広報にしわき
令和4年5月号
広報にしわき
21

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

西脇市役所☎22-3111㈹

22-1014

備える
登録無料

無料相談窓口

コロナ

急病
受診前に電話連絡を

感染を疑うときに

窓口名

とき

法律相談

第２・４金曜日
午後１時～４時

要申し込み

にしわき防災ネット
避難情報や気象情報などの防災情報、
不審者情報、火災情報といった緊急
のお知らせをメールで配信します。
スマートフォンやパソコンなどから、
①～③のいずれかの方法で「にしわ
き防災ネット」にアクセスし、ご登
録ください。

西脇多可休日急患センター

新型コロナ感染症相談窓口

西脇市多可郡医師会の医師が、入院
を必要としない内科系の軽症患者を
診察します。
▶診察日 日曜日（年末年始を除く）
▶診察時間 午前９時～午後５時
▶ところ 西脇病院救急外来室
▶持ち物 保険証

発熱などの症状が続き、相談できる
かかりつけ医がないときは、下記へ
お問い合わせください。

①http://bosai.net/nishiwaki/ に接続
②ＱＲコードを読み取り、
空メールを送信
③nishiwaki@bosai.net
に空メールを送信
▶問合せ
防災安全課（市役所内線 2011）

とき

担当医

５月１日（日）

柳井映二 医師

５月８日（日）

矢持 健 医師

５月15 日（日）

大隅昭幸 医師

５月 22 日（日）

上田正生 医師

５月 29 日（日）

伊藤通男 医師

▶問合せ
休日急患センタ―（☎23-5380）

発熱等受診・相談センター
▶対応日時
月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時 30 分
▶問合せ
☎42-9436（加東健康福祉事務所内）
新型コロナ健康相談コールセンター
▶対応日時
24 時間対応
▶連絡先
☎078-362-9980
078-362-9874

お気軽にご相談ください

消費生活・多重債務相談 月～金曜日
予約優先
午前 10 時～午後５時

電話の掛け間違いにはご注意ください。

▶市役所…………………………☎22-3111
22-1014
▶市民交流施設…………………☎24-3010
27-8453
▶西脇病院………………………☎22-0111
23-0699
▶西脇消防署……………………☎22-0119
23-6119
▶西脇消防署西脇北出張所……☎24-0119
24-0130
▶みどり園………………………☎23-2808
23-3941
▶住民サービス公社……………☎23-2802
23-2803
▶春日浄水場……………………☎22-7213
25-0088
▶やすらぎ苑……………………☎22-3644
22-0771
▶社会福祉協議会（総合福祉センター萩ヶ瀬会館）
…………………………………☎22-5400
23-1891
▶老人保健施設しばざくら荘……☎23-5958
23-5465
▶茜が丘複合施設みらいえ……☎25-2800
25-2220
▶図書館…………………………☎23-5991
25-2220
▶総合市民センター・中央公民館
…………………………………☎22-5996
22-6015
▶青少年センター………………☎22-4000
23-3591
▶郷土資料館……………………☎23-5992
22-5580

▶播磨内陸生活文化総合センタードウジアム
…………………………………☎22-5715
▶岡之山美術館…………………☎23-6223
▶アピカホール…………………☎23-9000
▶青年の家………………………☎22-3703
▶天神池スポーツセンター……☎22-0072
▶テラ・ドーム…………………☎23-2772
▶日本のへそ日時計の丘公園
オートキャンプ場……………☎28-4851
フォルクスガーデン…………☎28-5120
▶北はりま旬菜館………………☎24-7900
▶北はりま田園空間博物館……☎25-2370

28-4854
28-5122
24-7910
22-2123

「むすブン」予約センター

☎22-1015

月～土曜日運行

22-1014

※受け付けは乗車の７日～１時間前

市役所２階
ミーティングルーム

商品やサービスなどの契約トラブル等に関 防災安全課
すること
（市役所内線 2012）

第１水曜日
午後１時 30 分～４時

総合福祉センター
（萩ヶ瀬会館）

人権の保護、プライバシーの侵害などに関 まちづくり課人権室
（市役所内線 3021）
すること

心配ごと相談

月曜日
午前９時～午後４時

総合福祉センター
（萩ヶ瀬会館）

家庭内のもめ事や悩みなどに関すること

社会福祉協議会
（☎22-5400）
社会福祉課
（市役所内線 1142）

国など行政への苦情や意見、要望など

月～金曜日
市役所１階
午前８時 30 分～午後５時 社会福祉課窓口

ひきこもりに関すること

ＤＶ
（暴力）相談

月～金曜日
市庁舎１階
午前８時 30 分～午後５時 こども福祉課窓口

配偶者やパートナーからの暴力などに関す こども福祉課
（市役所内線 1156）
ること

障害者（児）相談

月～金曜日
午前９時～午後５時
月～金曜日
午前８時～午後５時

うぃーぶねっと
障害者福祉全般に関すること、障害者への （☎27-8450）
虐待に関すること
ぱれっと
（☎25-0551）

身体障害者相談

火・金曜日
午後１時～３時

知的障害者（児）相談

火・金曜日
午後１時～３時

うぃーぶねっと
ぱれっと
総合福祉センター
（萩ヶ瀬会館）

身体障害者福祉全般に関すること

身体障害者福祉協会
（☎22-2727）

ワークホームタンポポ

知的障害者・障害児福祉全般に関すること

ワークホームタンポポ
（☎22-8149）

市役所１階
はぴいく

妊娠・出産・乳児の育児に関すること

はぴいく
（☎22-3222）

家庭児童相談

月～金曜日
午前８時30分～午後５時

市役所１階
こども福祉課窓口

子どもや子育ての心配事・悩みに関するこ こども福祉課
と
（市役所内線 1155）

ひとり親家庭相談

月～金曜日
午前８時30分～午後５時

市役所１階
こども福祉課窓口

母子・父子家庭等の悩みに関すること

月～金曜日
午前９時～午後５時

青少年センター

教育全般に関する悩み事など（木曜日はカ 青少年センター
ウンター対応／要申し込み）
（☎22-8080）

第１・３水曜日
午後１時30分～３時30分

市役所２階
ミーティングルーム

住宅建物全般、リフォーム、耐震診断に関
すること

月～金曜日
午前８時30分～午後５時

市役所２階
農業委員会事務局窓口

農地申請、農業者年金の手続き、農地に関 農業委員会事務局
すること
（市役所内線 2051）

第２木曜日
午後１時30分～３時30分

みらいえワークルーム

女性が抱える悩みや課題に関すること

男女共同参画センター
（☎25-2800）

女性の仕事の悩みなどに関すること

男女共同参画センター
（☎25-2800）

教育相談
住宅相談
要申し込み

農家相談

女性のなんでも相談
予約優先

女性のためのお仕事相談 第１金曜日・第３土曜日
みらいえワークルーム
予約優先
午前９時30分～午後０時30分
ハローワーク就労相談

▶人 口…………………39,026 人（前月比 －96 人）
男 性…………………18,753 人（前月比 －48 人）
女 性…………………20,273 人（前月比 －48 人）
▶世帯数…………………17,190 世帯

広報紙へのご意見・ご感想をお聞かせください。い
ただいたご意見などは、今後の紙面づくりの参考と
します。
ＱＲコードを読み取ると、アンケートフ
ォームにつながります。

広報にしわき

令和4年5月号

都市住宅課
（市役所内線 2111）

みらいえワークルーム

就職活動や雇用、労働に関すること（申し
込みは前々日まで）

男女共同参画センター
（☎25-2800）

第１・３木曜日
午後１時～３時 50 分

みらいえワークルーム

仕事に就いていない 15 ～ 49 歳の方の就労
に関すること

あかし若者サポートス
テーション
（☎078-915-0677）

市民活動の相談

金曜日、第２・４土曜日
午前10時30分～午後５時

西脇 135°（西脇 138-2） 地域課題の解決、地域資源を生かしたまち
づくり活動などに関すること

在宅介護支援相談
（７ヵ所）

実施する右記の
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
による

にしわき北地域包括支援センター（☎27-8012）
、にしわき南地域包括支援センター（☎27-8560）
みぎわ園（☎22-9000）
、楽寿園（☎23-7700）
、向陽苑（☎28-3293）
、オンベリーコ（☎25-0020）
、
コモエスタにしわき（☎23-6551）

就職氷河期世代・
若者自立支援相談

NPO 法人兵庫 SPO 支援セ
ンター（☎23-1200）

高齢者の生活や介護に関すること

▶問合せ

健幸都市推進課（市役所内線 1173）

月～金曜日（祝日除く）午前８時 30 分～午後５時 15 分
※健幸都市推進課で交付します

３か月児健診

令和４年１月生まれ／５月10 日（火）※個別通知
令和４年２月生まれ／６月７日（火） ※個別通知

１歳６か月児健診

令和２年 10 月生まれ／５月11日（水）※個別通知
令和２年 11月生まれ／６月 22 日（水）※個別通知

10 か月児乳児相談

令和３年７月生まれ／５月19 日（木）※個別通知

加東健康福祉事務所の相談窓口

３歳児健診
こころの相談
要申し込み

平成 31 年４月生まれ／５月 20 日（金）※個別通知
５月 26 日（木）午後１時 30 分～３時 30 分

要申し込み

栄養相談
ＨＩＶ
（エイズ）抗体、肝炎ウイルス、梅毒検査・相談

23

こども福祉課
（市役所内線 1156）

第２水曜日
午前 10 時～正午

要申し込み

母子健康手帳の交付

広報紙面アンケート実施中

防災安全課
（市役所内線 2011）

ひきこもり相談

健幸都市推進課行事予定（市民交流施設で実施）

まちのうごき（令和 4 年 4 月 1日現在）

防災安全課
（市役所内線 2011）

法律に関すること

人権相談

要申し込み

乗合タクシー

消費生活センター
（防災安全課内）

申込み・問合せ

第３火曜日
午後１時～３時

一部要申し込み

38-7270
23-6223
23-9031
23-2528
22-1899
23-3110

市役所２階
ミーティングルーム

対応内容

行政相談

子育て応援ステーション 月～金曜日
『はぴいく』
午前８時30分～午後５時

くらしのダイヤル（市外局番は 0795）

ところ

５月６日（金）午後１時 30 分～３時
５月12 日（木）
・19 日（木）
・６月２日（木）午後１時 30 分～２時 10 分

広報にしわき

☎42-9365
☎42-9436

令和4年5月号

22
22

広 報

にしわき

2022

2022

―今、
「旬」の人や団体をご紹介―

５

5

No.218

にこ

いと続かない﹄が持論のスタ
ッフたちは︑参加者とのコミ
ュニケーションを大切に︑体
調を聞きながら運動をサポー
トしています︒
﹁あまり家で運動していな
い高齢の方が︑ここでは一生
懸命に取り組んでくれるのが
うれしい﹂と話すのは︑木和
田悦子さん︒内藤杏美さんは
﹁参加者が家でも実践してい
る話を聞くと励みになる﹂と
話します︒また︑鍵田明歩さ
んは︑参加者が主体的に運動
できるよう意識︒﹁私たちは
縁の下の力持ち ︒参加者がＮ
ｉ Ｃｏをきっかけにして︑
地域の運動リーダーになって
もらいたい﹂と期待します︒
参加者の頑張りが成果として
毎月数値化されるのも Ｎｉ
Ｃｏの特長で︑令和３年度の
参加者の平均歩数は︑参加前
から約２千歩増加し︑体力年
齢は８・２歳若返るなどの効
果が表れています︒
まもなく︑新規の参加者募
集が始まります︒スタッフを
まとめる重松貴純さんは﹁市
民の健康寿命の延伸を目指し
て︑誰もが通いたくなる雰囲
気づくりに努めたい﹂と︑意
気込んでいます︒

西脇市HP／https://www.city.nishiwaki.lg.jp

〒677–8511

ゆず

11か月

お兄ちゃんと仲良く大きくなってね
秀磨さん ・ 優理さん （富吉上町）
TEL.0795(22)3111 FAX.0795(22)1014

発行／西脇市

お子さんの写真が広報紙に登場‼
編集／市長公室

西脇市下戸田128-1

ＱＲコードを読み
取ると、専用フォー
ムにつながります。

錦織

柚 ちゃん

▶対象
市内在住のおおむね12歳までの
お子さん
▶申込方法
メ ー ル 本 文 に、次 の①～⑥の
入力をお願いします。
①お子さんの氏名（ふりがな）
②生年月日

13

鍵田明歩さん 内藤杏美さん
重松貴純さん
木和田悦子さん

③保護者の氏名（ふりがな）
④住所
⑤電話番号
⑥お子さんへのメッセージ（10字
程度）
▶その他
写真データは 500 キロバイト以
上推奨
▶申込み・問合せ
市長公室（市役所内線 3051）
お子さんのとびっきりの笑顔、き
ょうだい仲良く遊ぶ姿などの、と
っておきの１枚はありませんか。
写真データを添付したメールを
お送りください。
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令和4年5月号
広報にしわき

「運動なんてしなくていい」から「やめられない」
へ

「健幸運動教室Ni-Co 」で健康づくりをサポート

住み慣れた地域でいつまで
も健やかで幸せに暮らせる
﹁健 幸 都 市・に し わ き﹂を 目
指 し︑市 が 取 り 組 む 健 幸 運 動
に こ
教室Ｎｉ Ｃｏ︒教室では 人
のスタッフが市民の皆さんの
健康づくりを支えています︒
＊
＊
＊
Ｎｉ Ｃｏでは科学的根拠に
基づいて︑参加者一人一人に
合わせた運動プログラムを提
供︒市内３会場で︑筋力トレ
ーニングと有酸素運動によっ
て筋力の維持・向上を目指し
ています︒﹃運動は楽しくな

No.218
令和4年5月1日発行

広報

田園協奏都市
未来広がる
人輝き

「広報にしわき」は市民の皆さんとともに作っています。情報をお寄せください。

日野小学校の１～２年生が春の遠足に。園内を元気いっぱいに遊び回る児童たち〔４月15日／童子山公園〕

