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○問図書館 ４３－０２７５ FAX４３－６２９１ 

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 開催日 時間 対象等 定員 

手作り絵本教室(３回) 

(材料費４５０円) 

７月２７日(火) 午前１０時１５分～正午 小学校高学年 

８月６日(金)は午

前１１時から発表

会を予定 

１５名 ８月３日(火) 午前１０時１５分～正午 

８月６日(金) 午前１０時１５分～正午 

古代体験教室 

“古代のかごづくり” 

(材料費５００円) 

８月５日(木) 午前１０時１５分～正午 小学校高学年 １０名 

茶道教室(２回） 

(材料費５００円) 

７月２８日(水) 午前１０時１５分～正午 
小学校高学年 １０名 

８月４日(水) 午前１０時１５分～正午 

 

◎申込期間 ７月２日(金)～７月１１日(日) 

◎受付時間 午前１０時～午後６時 

◎対  象 小学校高学年(一人で参加できる人) 

◎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１６日(金)までに封書で連絡

します。 

・図書館「夏休み教室」のお知らせ……………１ 

・「パソコン・スマホ講座」受講生募集………２ 

・６月は違法な不用品回収業者撲滅月間です…３ 

・犬の飼い主の皆さまへ…………………………３ 

・赤穂商工会議所各相談会を開催します………３ 

 

 

・放送大学「入学生募集」のお知らせ…………３ 

・防衛省自衛官等を募集します…………………４ 

新型コロナウイルス感染症予防のため、回覧板を次の人に渡すときには、直接手渡しすることを

避け、郵便ポストに投函するなどしてください。また、回覧板を受け取った後には、日常生活と

同様に、石けんによる手洗いやアルコールによる消毒をお願いします。 

◎発行／赤穂市 ◎編集／秘書広報課 

〒678-0292 

兵庫県赤穂市加里屋 81番地 

TEL／0791-43-3201(代表) 

FAX／0791-43-6892(代表) 

MAIL／kouhou@city.ako.lg.jp 

HP／https://www.city.ako.lg.jp 

 



 

 

○問中央公民館 ４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

中央公民館のパソコン・スマホ講座に参加してみませんか。 

コース 内容 日程 定員 

【Ａコース】 

パソコン入門講座 

パソコンの操作、文字入力、インタ

ーネットの利用方法など 

８月３日～６日 

午後１時３０分～４時 
８名 

【Ｂコース】 

ワード・エクセル初

級講座 

ワードを使った文書作成やエクセ

ルを使った表作成など 

８月２４日～２７日 

午後１時３０分～４時 
１０名 

【Ｃコース】 

ワード中級講座 

地図や写真の入った文章の作成な

ど 

９月７日～１０日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

【Ｄコース】 

エクセル中級講座 

名簿作成、表の並べ替えや抽出、関

数の利用方法など 

９月２１日～２４日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

【Ｅコース】 

ビジネス活用講座

(エクセル・パワーポ

イント） 

エクセルを使った表計算、パワーポ

イントを使ったデータ作成・編集な

ど 

１０月１２日～１５日 

午後６時３０分～９時 
１５名 

【Ｆコース】 

スマートフォン・タ

ブレット活用講座

(基礎) 

スマホ・タブレットの操作、カメ

ラ・動画の撮影、ＬＩＮＥなどのア

プリの利用方法など 

１０月２６日～２９日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

【Ｇコース】 

スマートフォン・タ

ブレット活用講座

(ＳＮＳ編) 

ＬＩＮＥ・ツイッター・インスタグ

ラムの利用方法、ＳＮＳを利用する

際の注意事項など 

１１月１６日～１９日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

【Ｈコース】 

スマートフォン・タ

ブレット活用講座

(アプリ活用編) 

様々なアプリの活用、アプリを使っ

たハガキの作成と印刷など 

※スマートフォンまたはタブレッ

トをご持参ください。 

１１月３０日～１２月３日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

【Ｉコース】 

画像活用・はがきソ

フト活用講座 

画像の取込と加工、住所録の作成、

往復はがきの作成、インターネット

を利用した素材ダウンロードなど 

１２月７日～１０日 

午後１時３０分～４時 
１５名 

 

◎受  付 ７月１４日(水) 午前９時から中央公民館で受付を開始します。(先着順) 

定員の範囲内で、各講座の開始３日前(前週の土曜日)まで受け付けます。 

◎受 講 料 １講座１，５００円(テキスト代は別途実費) 

◎会  場 中央公民館(市民会館) 

◎講  師 パソコンサービスまるとも 中村先生 

※詳細については、上記の問い合わせ先にご連絡いただくか、中央公民館及び各地区公民館に設置 

しているチラシをご覧ください。 



 

 

 
○問美化センター ４２－３８４１ FAX４２－３４８６ 

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加盟店にご相談ください。 

 有年地区以外：梅本電気設備株式会社  ４８－８１３３ 

 有年地区：ラクティ谷崎        ４９－２０３４ 

小型家電(携帯電話・ゲーム機・デジタルカメラなど)は、市役所・各公民館に設置の回収ボック

スに投入できるものもあります。 

詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 
○問環境課 ４３－６８２１ FAX ４３－６８９２ 

◎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。また、尿も水で洗

い流すなどの配慮が必要です。 

◎飼い主にはかわいい犬でも、犬が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。 

◎所有者や住所などの登録事項に変更があった場合は届出をしてください。 

 

 

 

 
○問赤穂商工会議所 中小企業相談所 ４３－２７２７ FAX４５－２１０１ 

◎日  時 ７月２０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 相談員 

金融(事業資金)相談 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 赤穂商工会議所職員 

創業・経営相談 赤穂商工会議所職員 

 

 

 

 
○問放送大学 姫路サテライトスペース ０７９－２８４－５７８８ 

FAX０７９－２８４－５８１２ 

◎放送大学は、１０月入学生を募集しています。 

◎心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約３００の幅広い授業科目があり、１

科目から学ぶことができます。 

◎全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。 

◎資料を無料で差し上げていますので、お気軽に放送大学 姫路サテライトスペースまでご請求く

ださい。 

◎出願期間は、第１回は８月３１日(火)まで、第２回は９月１４日(火)まで。 

▽市ホームページ 

使用済小型家電リサイク

ル 



 

 

 
○問募集コールセンター ０１２０－０６３７９２(受付時間：正午～午後８時) 

      自衛隊兵庫地方協力本部相生地域事務所 ２３－２７５０ FAX２３－２７５０ 

       市民課戸籍係 ４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

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(木)～ 

9月 9日(木) 
9月 20日(月) 

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(木)～ 

9月 6日(月) 

9月 16日(木)～19

日(日) 

自衛官候補生 

18歳以上 33歳未満の人(32歳の人は、採

用予定月の１日から起算して 3 月に達す

る日の翌月の末日現在、33 歳に達してい

ない人) 

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。 

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(日)～10

日(金) 

9 月 25 日(土)･26

日(日) 

防衛大学校学生

(総合選抜) 
18歳以上 21歳未満の人(自衛官は 23歳未

満) 

高卒者(見込含)または高専 3 年次修了者

(見込含) 

9月 25日(土) 

防衛大学校学生

(一般) 

7月 1日(木)～ 

10月 27日(水) 

11 月 6 日(土)･7

日(日) 

防衛医科大学校

医学科学生 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(木)～ 

10月 13日(水) 
10月 23日(土) 

防衛医科大学校

看護学科学生 

7月 1日(木)～ 

10月 6日(水) 
10月 16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(月)～ 

12月 3日(金) 

令和 4年 1月 8日

(土)～11 日(火)

のいずれか 1日 

陸上自衛隊 

高等工科学校生

徒(一般) 

男子で中卒(見込含)17歳未満の人 

11月 1日(月)～ 

令和 4年 1月 14

日(金) 

令和 4 年 1 月 22

日(土)・23日(日) 

 

兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)の加入相談窓口を開設します 

○問西播磨県民局 総務防災課 ☎５８－２１２０ FAX５８－２３２８ 

当日加入の手続きをされる場合は、印鑑や通帳をお持ちの上、お越しください。 

◎日 時 ７月２１日(水) 午前１１時～午後３時 

◎場 所 市役所 1階エントランスホール ※毎月第３水曜日に開催 

 


