
 

 

 

 

 

 

 

  
令和元年９月２５日号掲載内容 

 
 

  申込み・問い合わせ先 保健センター ☎４６－８７０１ FAX ４６－８７０５  

 以下の日程で今年度の生活習慣病健診は終了します。受診希望の人は、保健センターへお申し込

みください。年に１回受診しましょう！ 

健診日 健診会場 

１０月 １日(火曜日) 総合福祉会館 

１０月 ５日(土曜日) 赤穂すこやかセンター 

１０月１７日(木曜日) 総合福祉会館 

 

 

 

登録・問い合わせ先 教育委員会 指導課 ４３－６８６０ FAX ４３－６８９５
 

市内の小中学校で、出産休暇中の教員や育児休暇中の教員の代替・指導補助員として、臨時講師

等を登録者の中から必要に応じて任用しています。 

任用を希望する人の登録をお待ちしております。 

◎提出書類  履歴書（写真付き） 

◎提出場所  市教育委員会指導課 

◎登録者資格 ▽小学校または中学校の教員免許状を有している人 

       ▽免許更新が必要な人は、更新を終了していること 

※ 登録いただいても担当教科等の関係で必ずしも任用されるとは限りません。 

・生活習慣病健診は受診されましたか？………１ 

・臨時講師等の登録募集…………………………１ 

・「歴史と文学の講座」開催………………………２ 

・10 月は里親月間…………………………………２ 

・ふれあいグラウンドゴルフ大会参加者募集…３ 

・若者就業サポート相談会開催…………………３ 

 

・兵庫県最低賃金が８９９円に改正………………３ 

・高年齢者就職面接会を開催………………………３ 

・商工会議所１０月各相談会……………………４ 

・全国地域安全運動実施……………………………４ 

・縁結び交流会開催…………………………………４ 



 

  問い合わせ先 図書館 ４３－０２７５ FAX ４３－６２９１ 

図書館では、令和元年度「歴史と文学の講座」を開催します。この講座は、地域の歴史や文学な

どについて、楽しみながら教養を深める講座です。 

今年度は『古代日本の歴史と文学－渡来人の活躍と地域社会』をテーマに、分かりやすく進めま

すので、お気軽にご参加ください。 

日 程 内 容 講 師 

１１月 ９日(土) 
『古代播磨国のチカラ 

－環日本海文化圏と日本』
 京都市歴史資料館 

  井上 満郎 館長 

１１月２３日(土) 『秦人集団と地域社会』 
岡山大学大学院社会文化科学研究科 

今津 勝紀 教授 

１２月 ７日(土) 『妙見信仰と秦氏の水上交通』 
流通科学大学 

  植野 加代子 非常勤講師 

◎場  所 図書館２階視聴覚室   ◎時間＝午後１時３０分～３時 

◎定  員 ５０名(要申込・先着順) ◎参加料＝無料 

 

 

 

問い合わせ先 姫路こども家庭センター 079-297-1261 FAX 079-298-1895 

子育て健康課こども支援係 ４３－６８０８ FAX ４５－３３９６ 

私たちの身近には、さまざまな事情により家族と一緒に暮らすことができない子ども達がいます。

このような子ども達を、自らの家庭に迎えて、温かい愛情と正しい理解をもって育ててくださる人

を「里親」といいます。 

兵庫県では、子ども達に健やかな育ちの場を与える「里親」を募集しています。 

詳しくは姫路こども家庭センターにご相談ください。 

 

【里親Ｑ＆Ａ】 

●里親の種類は？ 

 「養育里親」、「専門里親」、「親族里親」、「養子縁組里親」の４種類があります。 

●子どもを預かる期間は？ 

 数日から数年間までさまざまです。週末や正月・夏休みなどに乳児院や児童養護施設で生活して

いる子ども達を一時的に預かる、週末・季節里親もあります。 

●養育するための費用は？  

 子どもの年齢等によって異なりますが、法令で定められた費用が毎月支給されます。 

●どうすれば里親になれますか？ 

 特別な資格は必要ありませんが、認定前研修を受け、里親申請書等を提出し、里親認定を受ける

必要があります。 

 ※週末・季節里親は、里親認定を受けずにボランティアで行うことができます。 

 

 



 

  申込み・問い合わせ先 社会福祉課障がい福祉係 ４３－６８３３ FAX ４５－３３９６ 

◎日  時 １１月２日(土) 午前９時３０分～正午(受付は９時より) 

◎場  所 赤穂海浜スポーツセンター 多目的グラウンド 

◎対 象 者 ▽障害者手帳の交付を受けている人 

▽自立支援医療を受給している人 

▽介助者 

◎参 加 料 ３００円(当日)  ◎定員＝１００名 ◎申込締切＝１０月１１日(金) 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 産業観光課 ４３－６８３８ FAX ４６－３４００ 

「働きたいけど働く自信がない」「何からはじめていいのかわからない」等、様々な不安や悩みを

抱える､おおむね１５歳から３９歳の若者やその保護者からの相談に､専門家が一人ずつ応じながら､

就職活動をサポートする相談会を実施します｡ 
◎日 時 １０月１７日(木) 定員３名(先着順)  ▽午後１時～ ▽２時～ ▽３時～ 

◎場 所 加里屋まちづくり会館  ◎相談料＝無料 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション 

※厚生労働省から事業委託を受け、２級キャリア・コンサルティング技能士の資格を 

持つ専門スタッフが相談に応じます。 

◎そ の 他 次回は１２月１９日(木)の予定です。 

 

 

 

問い合わせ先 兵庫労働局労働基準部賃金室 078-367-9154 FAX 078-367-9165 

相生労働基準監督署 ２２－１０２０ FAX ２２－１０２１ 

兵庫県最低賃金が１０月１日から時間額８９９円(改正前は８７１円)に改正されます。 

最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。詳しくは兵庫労

働局労働基準部賃金室または相生労働基準監督署にお問い合わせください。 

 

 

 

問い合わせ先 ハローワーク姫路 職業相談部門 079-222-4431 FAX 079-222-4４３７ 

◎日   時 １０月３０日(水)  午後１時４５分～ ▽受付＝午後１時３０分～３時 

◎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マンション・施設管理、医療事務、警備、調理、清掃、製造、運転職等で人材を求

めている姫路市を中心とした播磨地域企業約５０社との合同就職面接会 

      ②特設ブースでの各種相談 

◎対 象 者 おおむね５５歳以上でハローワークに求職登録している求職者 

      ※履歴書を持参してください。 

 



 

 

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 FAX ４５－２１０１ 

◎日   時 １０月１５日(火) 午後１時～４時 

◎場   所 赤穂商工会館３階小研修室(創業・経営相談は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 相談員＝赤穂商工会議所職員 

▽創業・経営相談 相談員＝赤穂商工会議所職員 

 

 

 

問い合わせ先 赤穂警察署 刑事生活安全課生活安全係 ４３－０１１０ FAX ４５－０１１０ 

◎運動の期間 １０月１１日(金)～２０日(日) 

◎運動の重点 ① 子どもと女性の犯罪被害防止 

② 特殊詐欺の被害防止 

 

～地域の皆さまができる地域安全活動の例～ 

   ・ 自転車、オートバイの鍵掛け(U字ロック、ワイヤーロック）、防犯登録 

   ・ 自転車の前カゴや車内に現金、バッグ等の貴重品を置かない 

  ・ 外部からの見通しを確保するための植木の剪定 

   ・ 外出時の鍵掛け、声かけ運動 

    ・ 防犯灯の点検、整備活動 

    ・ 門灯(玄関灯)の点灯運動 

    ・ 防犯パトロール 

    ・ 防犯ブザーの携帯 

    ・ ご近所の間で情報交換し、お互いに注意しあう  

※ 地域安全活動の主役は地域の皆さまです。 

 

 

 

問い合わせ先 西播磨青少年本部 ５８－２１３１ FAX ５８－０５２３ 

こうのとり大使の企画・運営による縁結びイベントを開催します。1対１のトークタイム、ゲー

ム等で、カップリングを行います。素敵な人と巡り合いませんか。 

◎日    時 １２月８日(日)  午前１１時～午後２時３０分  

◎場    所 欧風家庭料理 福亭(FUKUTEI)、コミュニティスペース cotohana (赤穂郡上郡町光都) 

◎対  象  者 男女各１５名。概ね３０歳から４５歳までの未婚者(西播磨地域以外の人も可) 

◎参 加 費 男性 3,500円 女性 3,000円(軽食・スイーツ・ドリンク付き） 

◎申 込 方 法 申込用紙をファックスまたは郵便で下記申込み先に送付 １１月８日(金)必着 

       〒678-1205赤穂郡上郡町光都 2-23-1(播磨科学公園都市光都ﾌﾟﾗｻﾞ 2F) 

       西播磨出会いサポートセンター(開館日 火・金・土・日 9:00～17:15） 

       ※申込用紙は西播磨青少年本部までお問い合わせください。 


