
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月２５日号掲載内容 

 

 

 

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

令和２年４月に小学校(小学部)へ入学する児童(平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生ま

れ)の健康診断を校区ごとに実施します。該当になる人は、必ず受診してください。 

なお、就学する学校は居住地区(生活の根拠地)によって決まります。 

赤穂小学校 １１/２９(金)午後１時２０分～ 御崎小学校 １１/２０(水)午後１時１５分～ 

城西小学校 １１/２２(金)午後１時１５分～ 坂越小学校 １１/１５(金)午後１時４５分～ 

塩屋小学校 １１/１４(木)午後１時１０分～ 高雄小学校 １１/１９(火)午後１時３０分～ 

赤穂西小学校 １１/１３(水)午後１時２０分～ 有年小学校 １１/２０(水)午後１時２０分～ 

尾崎小学校 １１/２７(水)午後１時１０分～ 原小学校 １１/１５(金)午後１時３０分～ 

 

 

 

問い合わせ先 地域包括支援センター ４２－１２０１ FAX ４２－１２６０ 

◎日  時 １１月２９日(金) 午後１時３０分～午後３時 

◎場  所 総合福祉会館 

◎内  容 「病院側から見た終活とは」 講師＝赤穂市民病院 一瀬 直日 医師 

        「訪問看護を利用した自宅での看取りの実際」 

講師＝赤穂市民病院 訪問看護ステーション 三浦 知子 看護師長 

◎費  用 無料 ※事前予約不要 

 

・来年入学予定児童の健康診断を実施…………１ 

・みんなの終活セミナー開催……………………１ 

・赤穂商工会議所１１月各相談会………………２ 

・ガーデニング講習会開催………………………２ 

・人権・男女共同参画フォーラム開催…………２ 

・人権相談所開設…………………………………２ 

・「女性の人権ホットライン」強化週間…………２ 

 

・第４４回みんなの生活展開催……………………３ 

・赤穂高山墓園現地説明会開催……………………３ 

・１１月は児童虐待防止推進月間…………………３ 

・危機管理担当からお知らせ………………………４ 

・赤穂市文化とみどり財団臨時職員募集…………４ 

・臨時休館のお知らせ………………………………４  



 

 

申込み・問い合わせ先 商工会議所中小企業相談所 ４３－２７２７ FAX ４５－２１０１ 

◎日  時 １１月１９日(火) 午後１時～４時 ※金融相談は午前１０時より 

◎場  所 赤穂商工会館４階大ホール(創業・経営相談は１階相談室)  ◎相談料＝無料 

◎相談内容 ▽金融(事業資金)相談 ▽法律相談 ▽社会保険相談 ▽登記相談 

      ▽パソコン相談 ▽知的所有権相談 ▽創業・経営相談 

 

 

 

申込み･問い合わせ先 赤穂市文化とみどり財団公園事務所 ２５－８６１１ 

FAX ２５－４５９３ 

◎日  時 １１月３０日(土) 午前１０時～正午  ◎会場＝市民会館 大会議室 

◎内  容 コンテナガーデン(冬を彩る植物の寄せ植え) 

◎募集人数 ７８人(先着順)  ◎教材費＝３，０００円  

◎講  師 樋口大介 氏(園芸研究家) 

※手袋、エプロン、移植ごて、作品を入れる箱などを持参してください。 

 

 

 

問い合わせ先 市民対話課 人権・男女共同参画係 ４３－６８１８ FAX ４３－６８１０ 

『妻のトリセツ』著者である黒川伊保子さんの講演があります。これを機会に男女共同参画社会、

偏見や差別のないすべての人権が尊重される社会について考えてみましょう。 

◎日  時 １２月２１日(土) 午後１時３０分～  ◎会場＝文化会館 小ホール 

◎内  容 人権作文・標語・ポスターコンテスト表彰式 

      講演「感性コミュニケーション～男女のミゾを科学する」 

◎参 加 費 無料  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎日   時 １１月１１日(月)午前１０時～正午  

◎受   付 市民対話課 

◎相 談 員 人権擁護委員 

◎相談内容 人権に関することのほか、日常生活 

における諸問題 

◎問 合 せ  市民対話課 人権・男女共同参画係 

４３-６８１８ FAX ４３－６８１０ 

※相談日以外の日でもご相談に応じます。 

 

夫・パートナーからの暴力やセクシャル・ハラスメ

ントなど、女性をめぐる様々な人権問題について電

話相談に応じます。 

ひとりで悩まず、相談してください。 

◎相談電話番号 ０５７０-０７０-８１０ 

◎インターネット人権相談受付窓口  

http://www.jinken.go.jp/ 

◎日時 ▽１１月１8日(月)～１１月 22日(金) 

午前８時３０分～午後７時 

▽１１月 23日(土)、24日(日） 

 午前１０時～午後５時 

◎問合せ 神戸地方法務局人権擁護課 

０７８-３９２-１８２１ 



 

 

問い合わせ先 消費者協会事務局 ４３－６８１８ FAX ４３－６８１０ 

◎日  時 １１月２１日(木) 午前１０時～午後３時３０分 

      １１月２２日(金) 午前１０時～午後３時 

◎場  所 赤穂地区体育館(市民会館南側) ※スリッパ持参 

◎内  容 ▽リサイクルコーナー(21日：来年の干支「子」の小物作り、22日：家庭用品交換会) 

▽パネル展示コーナー ▽美化センターコーナー ▽即売コーナー(新鮮野菜、パン、 

海産物、花苗など) ▽刃物研ぎコーナー(当日は受付のみ、受け取りは後日) 

※「家庭用品交換会」について 

◎日時 １１月２２日(金) 午前１０時～午後２時 ※買い物袋持参 

◎出品物受付 １１月１９日(火) 午前９時３０分～午後３時(市民会館第４会議室) 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 美化センター ☎４２－３８４１ FAX ４２－３４８６ 

赤穂を一望することができる赤穂高山墓園にぜひ一度お越しください。事前予約制による現地説

明会を開催します。参加を希望する人は美化センターまで申し込みください。 

なお、市外にお住まいの人も赤穂高山墓園を利用することができます。 

◎日  時 １１月２３日(土･祝) 午前９時～正午 

◎場  所 赤穂高山墓園(赤穂市塩屋３５２８番地３) 

◎予  約 美化センターへ申し込みください。 

◎受付期間 １１月２１日(木)まで ※土日、祝日を除く、午前８時３０分～午後５時 

 

 

 

 
問い合わせ先 子育て健康課 ４３－６８０８ FAX ４５－３３９６ 

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる重大な事

件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いています。 

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの 1本のお電話で救われる子どもがいます。

児童虐待防止のためにも、出産や子育てに悩んだり、虐待かもと思った時は、児童相談所か市の窓

口にご相談ください。 
 

≪子どもを健やかに育むために≫ 

「しつけ」が行き過ぎると虐待に当たることもあります。子どもの気持ちに寄り添いながら、次の

ようなポイントに気を付けて子どもと向き合いましょう。 

①子育てに体罰や暴言を使わない ②爆発寸前のイライラをクールダウン 

③親自身が SOSを出そう 

【相談窓口】 

 

 

 

 

▽児童相談所全国共通ダイヤル １８９(お住まいの地域の児童相談所につながります) 

▽姫路こども家庭センター(児童相談所) ０７９－２９４－９１１９  

FAX ０７９－２９８－１８９５ 

▽市役所 子育て健康課 ４３－６８０８ FAX ４５－３３９６ 



  
問い合わせ先 危機管理担当 ４３－６８６６ FAX ４３－６８９２ 

◆緊急地震速報訓練・兵庫県南海トラフ地震津波一斉避難訓練が実施されます 

◎実施日時 １１月５日(火) 午前１０時頃 

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)を活用して、全国一斉に緊急地震速報をテスト配信します。 

赤穂市では、防災行政無線を遠隔操作により自動起動させ、訓練放送を行います。 

また、それと同時に、瀬戸内海沿岸地域を対象に南海トラフ地震津波一斉避難訓練を実施します。

この訓練は津波浸水区域内にある企業、学校等を対象に行われる津波からの避難に特化した訓練 

です。赤穂市では、市役所、第２庁舎、上下水道部庁舎にてシェイクアウト訓練を行います。 

なお、１０時００分頃に緊急速報メール(エリアメール)が配信されます。これは訓練ですので  

ご注意ください。この機会に家庭、職場、地域で防災について話し合ってみてはいかがでしょうか。 

 

◆全国瞬時警報システム(Ｊアラート)の全国一斉情報伝達試験が実施されます 

◎実施日時 １２月４日(水)午前１１時頃 

全国の防災行政無線を遠隔操作により自動起動させ、テスト放送を行います。皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

問い合わせ先 赤穂市文化とみどり財団事務局 ４３－３２６９ FAX ４３－５９５０ 

職 種 勤務地 募集人員 勤務時間等 応募資格 賃金(予定) 

臨時事務職員 文化会館 １名程度 

8：30～17：15 

土日・祝日を含めた交

替勤務(火曜日休日) 

不問(ワード・エクセ

ル等パソコン操作が

できること、自動車の

運転ができること) 

日額 7,000円 

◎採用予定  １２月 

◎試験日時  １１月１６日(土) 午前９時３０分～  

◎試験場所  文化会館 

◎試験内容  面接および作文 

◎応募方法  １０月２５日(金)～１１月９日(土)までに受験申込書を赤穂市文化とみどり財団事 

務局へ持参(申込書は文化会館内事務局にあります) 

◎受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 ※火曜日(休館日)を除く   
 

 

問い合わせ先 赤穂市文化とみどり財団 ４３－３２６９ FAX ４３－５９５０ 

美術工芸館(田淵記念館)は、１１月１３日(水)と令和２年１月１５日(水)を臨時休館します。 


