
          
令和２年２月２５日号掲載内容     

問い合わせ先 生涯学習課 ４３－６８５８ FAX４３－６８９５ 

◆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 
若干名 

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 

1,009～1,042円 

アフタースクール 

14：00～18：00 

(月～金) 

8：00～18：00 

(長期休業日、休校日) 

※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 

936～963円 

◎採用予定 令和２年４月１日 

◎勤 務 地 市内アフタースクール(市内小学校内)ほか 

◎試験日時等 別途連絡します  ◎試験内容＝面接 

◎応募方法 ３月５日(木)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、祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会計年度任用職員を募集します………………１ 

・LINEで赤穂市と友だちになろう………………１   

・PET-CT割引キャンペーンの実施日拡大………２ 

・兵庫県ゆずりあい駐車場利用証の交付………２ 

・美化センターからのお知らせ…………………２ 

・千寿園(中広)の老人講座参加者募集…………３ 

 

・万寿園(御崎)をご利用ください…………………３ 

・オプトピア春休み特別上映～光都映画祭………３ 

・近畿高等学校剣道選抜大会開催………………４ 

・西播磨就職フェア参加者募集……………………４ 

・赤穂商工会議所３月各相談会開催……………４ 

・「歴史探訪ウォーキング」参加者募集…………４ 

 



   
申し込み・問い合わせ先 市民病院 健診センター ４３－３２２２ FAX４３－８５７７ 

１月～３月まで PET-CT検診の割引キャンペーンを実施しておりますが、ご好評により、実施日と

実施人数を増やしましたので、この機会にぜひ、検診を受けてみませんか。 

◎期   間 ３月３１日までの火・木曜日 

◎費   用 現行費用：84,167円(税抜) → キャンペーン費用：70,000円(税抜) 

◎申 し 込 み 赤穂市民病院健診センターへ申し込みください。 ※完全予約制 

◎定   員 火曜日と木曜日各２名です。予約が満員の際はご容赦ください。     
申し込み・問い合わせ先 社会福祉課 ４３－６８０９ FAX４５－３３９６ 

障がいのある人や妊産婦などで、歩行が困難な人のための駐車スペースを適正にご利用いただく

ため、県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付しています。 

◎対象駐車場 公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車

場」の案内標識がある駐車区画です。なお、兵庫県で交付した利用証は、他府県で

の同様制度の駐車施設でもご利用いただけます。 

※対象駐車施設の詳細については、兵庫県ホームページをご覧ください。 

◎交付対象者  身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、難病患者、高齢

者、妊産婦、傷病人などで、歩行の困難な人です。 

◎申 込 方 法 申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類(障害者手帳、介護

保険被保険者証、親子健康手帳など)を持参のうえ、社会福祉課に提出してください。 

制度の基本となるのは、一人一人のゆずり合いの心です。必要な人が利用できるよう、ご理解と

ご協力をお願いします。 

   
 
         

申し込み・問い合せ先 美化センター ４２－３８４１ FAX ４２－３４８６ 

◎美化センターへのごみの持込みについて 

 引越しや大掃除によって一時的に多量に発生したごみは、排出者本人が美化センターへ持込むか、

市が許可した一般廃棄物収集運搬業者へ依頼してください。市外で発生したごみや、事業活動に伴

い発生した産業廃棄物は持込むことができませんのでご注意ください。（一般廃棄物収集運搬業許可

業者の一覧はホームページをご覧ください。） 

 

◎「ごみ出し支援事業」をご存知ですか？ 

 ごみステーションまでごみを出すことができない高齢者世帯などを対象に、ごみの戸別収集をし

ています。資格要件等がありますので、まずはお電話でご相談ください。 

 

◎「お墓を」とお考えの人は「赤穂高山墓園」を！ 
 現地は、いつでも自由にご覧いただけます。赤穂市を一望できる眺めのよいところです。市外の

人も利用可能です。いつでも、お気軽にご相談ください。 



  
申し込み・問い合わせ先 社会福祉課 ４３－６８０９ FAX４５－３３９６ 

総合福祉会館内の千寿園では、６０歳以上の人を対象に、教養講座を開催しています。 

講座名 開催日 開催時間 講座名 開催日 開催時間 

お 茶 第１・３月曜 正午～１７時 民  踊 第２・４金曜 １０時～正午 

将 棋 

毎週火曜 

１０時～ 

１６時３０分 

生  花 第２・４水曜 
１２時３０分 

～１４時 

第２土曜 刺しゅう 第１・３水曜 １３時～１６時 

囲  碁 

毎週火曜 ちぎり絵 第１月曜 ９時～１４時 

第２土曜 料  理 第３金曜 
９時３０分～ 

１３時 

日 舞 第１・３金曜 １０時～正午 

大正琴 

第１・４水曜 
９時～ 

１０時３０分 

民 謡 

第２月曜 

１３時～１６時 

第１・４水曜 

(初心者) 

１０時３０分～ 

１２時２０分 

偶数月の第４月曜 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 第２・４月曜 
９時３０分～ 

正午 

※生花は現在休止中ですが、参加者が揃えば、開催します。 

※開催日が祝日にあたる場合などは、一部日程を変更することがあります。 

    
申し込み・問い合わせ先 老人福祉センター万寿園 ４２－５７８８ FAX４２－５７８８ 

グループでのレクリエーション等に利用できる施設で、赤穂温泉の浴室もあります。 

◎使 用 料 無料＝市内に居住する６０歳以上の人 ※６０歳未満の人は使用料が必要です。 

◎休 館 日 月曜日・祝日の翌日・年末年始 

    
問い合わせ先 光都プラザ・オプトピア ５８－１１５５ FAX５８－１２１０ 

◎日 時 ３月１４日(土)～３月２２日(日) 
 
午前１０時～午後４時まで 

※３月１６日(月)は休館します。 

◎場  所 赤穂郡上郡町光都２－２３－１ 播磨科学公園都市 光都プラザ・オプトピア 

◎料  金 入場無料 

◎内  容 3月14日(土)、15日(日)「それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫」 

3月17日(火)、20日(金・祝)「若おかみは小学生！」 

3月18日(水)「タッドの大冒険 失われたミダス王の秘宝」 

3月19日(木)、21日(土)「グリンチ」 

3月22日(日)「リメンバー・ミー」 

※上映内容は都合により変更する場合があります。 

 



  
問い合わせ先 教育委員会 スポーツ推進課  ４３－６８６９ FAX４３－６８９５ 

近畿２府４県の予選を勝ち抜いた強豪校男女４８チームが出場する「第１３回近畿高等学校剣道

選抜大会」を開催します。 

◎日 時 ３月２１日(土) 午前９時１０分～（開会式）  ◎場所＝市民総合体育館 競技場         
問い合わせ先 西播磨県民局 県民交流室地域づくり課 ５８－２１４１ FAX５８－０５２３ 

西播磨地域の企業約５０社が参加する合同企業説明会を開催します。企業の採用担当者から話を

聞く貴重な機会ですのでぜひご参加ください。 

◎日  時 ３月１６日(月) 正午～午後６時２５分 

※高校生は午後３時から参加ください。 

◎場  所 姫路商工会議所１階展示場、２階ホール 

◎対  象 ①令和３年３月および令和２年３月大学等卒業見込者､３年以内既卒者 

      ②管内高校２年生および令和２年３月高校卒業見込者 

◎参 加 費 無料(予約不要) 

    
 申し込み・問い合わせ先 赤穂商工会議所 ４３－２７２７ FAX４５－２１０１ 

◎日  時 ３月１７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)  ◎相談料＝無料 

◎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 

 

 

 

申し込み・問い合わせ先 高雄公民館  ４８－７５００ FAX４８－１５９４ 

◎講 師 原田 一博 氏 

◎開 催 日 ３月２０日(金・祝) ※雨天の場合は３月２１日(土)に順延 

◎集合場所 ▽ＪＲ上郡駅 午前９時５０分(駐車場は各自で確保) 

◎出 発 午前１０時  ◎解散＝午後３時３０分予定 

◎参 加 料 無料(電車代 240円が別途必要)  ◎定員＝２５名程度   

◎申 込 ３月１７日(火)までに高雄公民館にお申し込みください。 

※ウォーキングできる服装、帽子、弁当、飲み物、雨具、杖(転倒防止用)、 

汗拭き等を持参してください。 

白熱した試合を間近で観戦できる優待席に、市民の皆さま３０名をご招待します。 

◎申込期限 ３月６日(金) 先着順 

◎申 込 先 教育委員会 スポーツ推進課 ４３－６８６９ FAX４３－６８９５ 

ウォーキング予定箇所 

1.JR上郡駅 

2.野磨駅家跡 

3.船坂峠(標高 176ｍ) 

4.一里塚跡 

5.JR三石駅(帰路電車) 

6.JR上郡駅(帰着) 


