
・正社員・就職面接会 in HIMEJI 2019 開催……３ 

・６月は違法な不用品回収業者撲滅月間です……３ 

・防衛省自衛官募集…………………………………４ 

・赤穂商工会議所７月各相談会……………………４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年６月２５日号掲載内容 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 中央公民館 43-7450 FAX 43-8440
 

 

英会話の特徴や英語圏の方と意思の疎通を図るためのコツなどを学びながら、海外の話題も交え

て楽しく英会話が身につくように講座を進めます。 

◎講 師 松井 清 先生 〈ＵＣＳＡ英語英会話数学代表〉 

◎日 程 全１０回(９月～１１月)土曜日 午後２時３０分～４時 

◎場 所 中央公民館 

◎対 象 １６歳以上の市内在住、在勤、在学の人 ◎定員＝２０名(先着順) 

◎申 込 ８月３日(土)午前９時より受付開始。参加料 1,500円を添えて、中央公民館まで。 

 

 

韓国語の基本を楽しく学ぶ講座です。 

◎講 師 咸 哲男 先生〈韓国語講師〉 

◎日 程 全１０回(９月～１１月)水曜日 午後７時３０分～９時 

◎場 所 中央公民館 

◎対 象 １６歳以上の市内在住、在勤、在学の人 ◎定員＝２０名(先着順) 

◎申 込 ８月３日(土)午前９時より受付開始。参加料 1,500円を添えて、中央公民館まで。 

 

 

 

 

 

 

・中央公民館講座受講生募集……………………１ 

・赤穂シティマラソン大会参加者募集…………１ 

・犬の飼い主の皆さまへ…………………………２ 

・図書館「夏休み教室」のお知らせ……………２ 

・放課後児童支援員等を募集します……………３ 

第９回赤穂シティマラソン大会 参加者募集中！ 

１１月１０日(日)に第９回赤穂シティマラソン大会を開催します。現在、参加者を募集中です。 

詳しくは、大会公式ホームページ(http://akocity-marathon.com/)もしくは広報あこう６月号に

同時配布の開催要項をご覧ください。開催要項は、市役所、各地区公民館、市民総合体育館、スポ

ーツ推進課でも配布しています。 

問い合わせ先 赤穂シティマラソン大会実行委員会事務局 43-6869 FAX 43-6895 



 

 
 

問い合わせ先 保健センター 46-8701  FAX 46-8705 

◎散歩の時にはビニール袋などを携帯し、犬のフンは必ず持ち帰ってください。 

◎飼い主にはかわいい犬でも、犬の苦手な人や子どもには迷惑をかけることがありますので、犬の

放し飼いはやめてください。 

◎所有者や住所を変更した場合など、登録事項に変更があった場合は届出をしてください。 

 

 

 

問い合わせ先  図書館 43-0275  FAX 43-6291 

１．夏休み「手作り絵本教室」・「古代体験教室」・「茶道教室」 ※材料費のみ実費 

教室名 日 時 対象等 定員 

手作り絵本教室 

※材料費 400円 

７月２６日(金) 

午前１０時～正午 

幼稚園・小学生 

※幼・小学校低学年は 

親子でご参加ください。 ３０名 ８月 ２日(金) 

８月 ９日(金) 
発表会 

午前１１時～ 

古代体験教室 

まが玉づくり 

※材料費 400円 

８月 ６日(火) 午前１０時～正午 

小学生 

※小学校低学年は 

親子でご参加ください。 

２５名 

古代体験教室 

古代のかごづくり 

※材料費 500円 

８月 ８日(木) 
午後１時３０分～

３時３０分 

小学生 

※小学校低学年は 

親子でご参加ください。 

１０名 

茶道教室 

※材料費 300円 

８月 １日(木) 

午前１０時～正午 

小学生 

※小学校低学年は 

親子でご参加ください。 

各１０名 

８月 ８日(木) 

 

２．夏休み一日図書館員（カウンターでの本の貸出・返却、本の整理など） 

教室名 日 時 対 象 定員 

一日図書館員 

８月 ７日(水) 

午前９時３０分～

１１時３０分 

小学校４～６年生 各２名 

午後２時３０分～

４時３０分 

８月２１日(水) 

午前９時３０分～

１１時３０分 

午後２時３０分～

４時３０分 

◎申込期間 ７月２日(火)～９日(火)  

◎受付時間 午前９時～午後６時 

◎申込方法 申込書を図書館窓口へ直接提出してください。(電話、郵送での申し込みは不可) 

※定員を超えた場合は抽選とします。抽選の結果は、当選者のみ７月１８日(木)までに封書で連絡

します。 

７月２日(火)～８月３１日(土)は、午前９時から開館します。(休館日は従来どおりです) 



 

ｖ 

 
問い合わせ先 生涯学習課 43-6858 FAX 43-6895 

◆放課後児童支援員等 

職種 募集人員 応募資格 賃金 勤務時間等 

アフタースクール 

支援員 
３名程度 

保育士資格または、幼稚園教諭、

小学校教諭等のいずれかの免許を

有する人(同資格・免許を取得見込

みの人も可) 

時給 

1,010円 
アフタースクール 

14：00～18：00 

(月～金) 

8：00～18：00 

(長期休業日、土曜日) 

※ローテーション勤務 
アフタースクール 

補助員 
若干名 不問(学生アルバイトも可) 

時給 

890円 

◎採 用 予 定 ７月１６日(火) 

◎試験日時等 別途連絡します(試験内容：面接) 

◎応 募 方 法 ７月８日(月)までに履歴書を生涯学習課まで持参してください。 

       (午前８時３０分～午後５時１５分 土・日を除く) 

 

 

 

問い合わせ先 ハローワーク姫路 企画情報部門 079-222-4785 FAX 079-222-4790 

◎日   時 ７月５日(金)  午後１時３０分～ ▽受付＝午後０時４５分～２時４５分 

◎場   所 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル「鳳凰の間」(姫路市三左衛門堀西の町２１０) 

◎内  容 ①西播磨地域の事業所と求職者を一堂に集めた合同就職面接会 

②特設ブースでの各種職業相談 

◎参加企業 事務職、製造職等の正社員を求めている企業約 45～50社(予定) 

◎対 象 者 正社員就職を希望する求職者(春卒業予定の学生等は除く) 

※参加予約不要、履歴書を持参してください。 

 

 

 

問い合わせ先 美化センター 42-3841  FAX 42-3486
 

家電リサイクル法対象機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を買い換

える場合は、購入する小売店へ、廃棄のみの場合は、購入した小売店にご相談ください。購入した

小売店がわからない場合は、下記の電機商業組合支部長店にご相談ください。 

・サンプラネットチェーン 西本電器 ４３－２６６２ 

・ラクティ谷崎           ４９－２０３４ 

小型家電(携帯電話・パソコン・デジタルカメラなど)は、市の設置した回収ボックスにお願いし

ます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

ホームページ 

Q R コ ー ド 



  

 

問い合わせ先 募集コールセンター 0120-063-792(受付時間：正午～午後８時) 

       兵庫地方協力本部相生地域事務所 /FAX 23-2750 

       市民課戸籍係 43-6819 FAX 43-6891 

       自衛隊兵庫地方協力本部ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/hyogo/ 

防衛省では、次のとおり自衛官等を募集しています。 

募集種目 資 格 受付期間 第 1次試験日 

航空学生 

海：18 歳以上 23 歳未満の人(高卒

者(見込含)または高専 3 年次修

了者(見込含)) 

空：18 歳以上 21 歳未満の人(高卒

者(見込含)または高専 3 年次修

了者(見込含)) 

7月 1日(月)～ 

9月 6日(金) 
9月 16日(月・祝) 

一般曹候補生 18歳以上 33歳未満の人 

32 歳の人は、採用予定月の末日現

在、33歳に達していない人 

7月 1日(月)～ 

9月 6日(金) 
9月 20日（金）～22日（日） 

自衛官候補生 
男子 年間を通じて 

受け付けています。 
受付時にお知らせします。 

女子 

防衛大学校学生 

(推薦) 

18歳以上 21歳未満の人 

高卒者(見込含)または高専 3 年次

修了者(見込含)で成績優秀かつ生

徒会活動等に顕著な実績を修め、学

校長が推薦できる人 

9月 5日(木)～ 

9日(月) 

9月 28日(土)･29日(日) 

防衛大学校学生 

(総合選抜) 

18歳以上 21歳未満の人 

高卒者(見込含)または高専 3 年次

修了者(見込含) 

9月 28日(土) 

防衛大学校学生 

(一般) 

9月 5日(木)～ 

30日(月) 

11月 9日(土)･10(日) 

防衛医科大学校 

医学科学生 
10月 26日(土)･27日(日) 

防衛医科大学校 

看護学科学生 
10月 19日(土) 

陸上自衛隊 

高等工科学校 

生徒 

推薦 

男子で中卒(見込含)17 歳未満の成

績優秀かつ生徒会活動等に顕著な

実績を修め、学校長が推薦できる人 

11月 1日(金)～ 

11月 29日(金) 

令和 2年 1月 5日(日)、6日

(月)のうち、いずれか 1日 

一般 男子で中卒(見込含)17歳未満の人 
11月 1日(金)～ 

令和 2年 1月 6日(月) 
令和 2年 1月 18日(土) 

 

 

 

 
申込み・問い合わせ先 赤穂商工会議所 中小企業相談所 43-2727 FAX45-2101 

◎日  時 ７月１６日(火) 午後１時～４時 

◎場  所 赤穂商工会館３階小研修室および１階相談室 

◎相談内容 ▽金融(事業資金)相談 相談員＝日本政策金融公庫 国民生活事業 融資担当者 

▽パソコン相談、創業・経営相談 相談員＝赤穂商工会議所職員 

 


