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７月２１日号掲載内容

令和３年

・児童扶養手当現況届の提出をお忘れなく……１ ・第６０回赤穂市民文化祭………………………３
・慰霊・平和祈念の黙とうにご協力を…………１ ・英会話講座受講生を募集します………………３
・乳がん検診を実施しています…………………２ ・令和３年７月大雨災害義援金を募集します…３
・若者就業サポート相談会を開催します………２ ・歴史研究講座受講生を募集します……………４
せんてい

・観光ガイド育成事業参加者を募集します……２ ・樹木剪定実技講習会参加者を募集します……４
・シティマラソン大会の開催見送りについて…２ ・シルバー人材センターからのお知らせ………４
・市民健康大学講座開催中止について…………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。

問 子育て支援課
○

４３－６８０８ FAX４５－３３９６

児童扶養手当を受けている人は、現況届を提出してください。７月下旬に郵送される通知文書を
持参のうえ、必ず受給者本人が窓口にお越しください。
◎受付期間 ８月２日(月)～３１日(火) ※土日、休日を除く、午前８時３０分～午後６時
※現況届は、引き続き児童扶養手当を受ける要件があるかどうかを確認する大切なものです。提出
されないと、手当の支払いが差し止められ、受給資格がなくなる場合があります。
※児童扶養手当受給開始から５年経過する等の要件に該当する人は、現況届と併せて届出書等必要
書類を提出してください。提出期限を過ぎると手当の一部が停止となるのでご注意ください。

問 行政課
○

４３－６８５０

FAX４３－６８９２

８月６日は広島市、９日は長崎市における原爆被災の日です。この日、両市では慰霊と平和祈念
の式典が行われ、原爆が投下された時刻に平和の鐘を合図に黙とうが捧げられます。
赤穂市でも、原爆死没者・戦没者の追悼と平和を祈念して、市庁舎のサイレンを鳴らしますので、
黙とうにご協力くださいますよう、よろしくお願いします。
８月 ６日(金)
午前８時１５分 広島の原爆死没者を追悼する黙とう
８月 ９日(月・休) 午前１１時２分 長崎の原爆死没者を追悼する黙とう
８月１５日(日)
正午
戦没者を追悼し、平和を祈念する黙とう

問 赤穂市民病院
○

４３－３２２２ FAX４３－０３５１

乳がんを早期に見つけるためには、定期的に検診を受けることが大切です。赤穂市民病院では、
乳がんの検診・診断・治療を一連で行えます。この機会にぜひ受診しましょう。
◎実施期間 令和３年７月１日(木)～１２月２８日(火)
◎対 象 者 市内に住民登録のある４０歳以上の女性
◎検診方法 マンモグラフィ検査
◎料
金 １，８００円 ※無料クーポン券利用可
◎受付時間 月～木曜日：午前９時～午後４時 金曜日：午前９時～正午 ※要予約
◎受付窓口 赤穂市民病院 新館４階 健診センター
市ホームページ
女性のがん検診

問 商工課
○

４３－６８３８

FAX４６－３４００

「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」など、さまざまな不安や
悩みを抱える､おおむね１５歳から４９歳の無業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開催します｡
◎開催日時 ８月１９日(木) ▽午後１時３０分～ ▽午後２時３０分～ ▽午後３時３０分～
◎開催場所 加里屋まちづくり会館
◎相 談 料 無料
◎定
員 ３人(先着順)
◎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 次回の開催は１０月２１日(木)の予定です。

問 ヒトタビＨＹＯＧＯ事務局
○

０７８－３３３－３２３５ メール：kanko@minatobk.co.jp

このヒトとの出会いが日本の旅の価値を高める…兵庫県でそんなガイドを目指してみませんか？
「ヒトタビＨＹＯＧＯ」は、奥深い兵庫の歴史・文化・自然の魅力を国内から海外まで幅広い来訪
者に伝える語り部を育成する事業です。今年の舞台は赤穂市と加西市です。
◎オンライン説明会 ７月３１日(土) 午後２時～３時
※詳しくはホームページをご確認ください。
ヒトタビホームページ

問 教育委員会スポーツ推進課
○

４３－６８６９ FAX４３－６８９５

１１月１４日(日)に開催を予定していた「第１１回赤穂シティマラソン大会」については、新型
コロナウイルス感染症の収束状況が見通せないことから開催を見送ります。代替イベントとして、
感染防止対策を十分に行ったうえで、オンラインマラソン大会や小規模なランニングイベントの開
催を計画しています。詳細が決まり次第、広報紙・ホームページ等でお知らせします。

問 市民会館
○

４３－７４５０ FAX４３－８４４０

■俳句会作品募集
◎兼

題

◎出 句 料

四季を通じて雑詠 出句数 ５句以内
１，０００円(現金または郵便小為替で)

◎応募資格 市内に在住または在勤・在学の人 ◎応募締切

８月２０日(金) 必着

◎応募方法 所定の応募用紙に住所・氏名を記入のうえ、
赤穂俳句愛好会(〒６７８－０２１１ 南宮町３－１４ 武本敬子

方)または

市民会館(〒６７８－０２３３ 加里屋中洲３－５５)まで
◎俳 句 会

１０月７日(木) 午後１時３０分出句

◎席

題

俳句会当日、午前９時３０分頃に会場に掲示

◎選

者

永井

◎そ の 他

由紀子

赤穂市民会館

1 階 大会議室

先生(天為同人)

募集要項は市民会館・各地区公民館にあります。

■短歌会作品募集
◎詠
草 １人２首
※詠草は郵便ハガキに楷書で書き、詠草の末尾に住所・氏名を記入してください。
また、短歌会の「参加」・「不参加」も明記してください。
◎応募資格 市内に在住または在勤・在学の人 ◎応募締切 ９月２２日(水) 必着
◎応募方法 郵便ハガキで、
赤穂短歌の会(〒６７８－０１６３ 高雄１８７６－１ 尼子勝義 方)または
赤穂市民会館(〒６７８－０２３３ 加里屋中洲３－５５)まで
◎短 歌 会 １０月２日(土) 午後２時～ 赤穂市民会館 １階 第４会議室
◎講
師 尼子 勝義(新アララギ)

問 中央公民館
○

４３－７４５０

FAX４３－８４４０

海外の話題を交えて楽しく英会話を身につける講座です。英会話を楽しんでみませんか。
◎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日(土)、２５日(土)
１０月１６日(土)、２３日(土)、３０日(土)
１１月 ６日(土)、１３日(土)、２０日(土)、２７日(土)
１２月 ４日(土)
◎時
間 午後２時～３時３０分 ◎場所 中央公民館 ◎受講料 １，５００円
◎対
象 １６歳以上の市民、通勤、通学者 ◎定員 ２０人(先着順)
◎申
込 ８月２２日(日) 午前９時から受付を開始します。受講料を添えて中央公民館へお申し
込みください。

問 日本赤十字社
○

０３－３４３７－７０８１

FAX０３－３４３２－５５０７

令和３年７月大雨災害により被災された人への支援のため、義援金を募集しています。
◎募集方法 日本赤十字社義援金口座への振込または
市ホームページ
市役所１階社会福祉課窓口設置の募金箱
令和３年７月大雨災害に係
◎募集期間 ７月１２日(月)～１０月３１日(日)
る義援金の募集について

問 文化とみどり財団事務局
○

４３－３２６９ FAX４３－５９５０

現在の赤穂市街地の前身となる赤穂城下町は、約４５０年前から本格的に建設がはじまりました。
城下町は、歴代の赤穂藩主による工事や藩の財政規模などによって、時代ごとに大きく変化してい
ます。講座では、発掘調査や文献・絵図などからわかる赤穂城下町のなりたちとその変化について
ご紹介します。
◎内
容 「赤穂城下町のなりたちー文献・発掘調査の成果からー」
◎日
時 ９月４日(土) 午後２時～３時
◎場
所 赤穂市文化会館 小ホール
◎講
師 教育委員会 学芸員 山中 良平 氏
◎定
員 １７０人(要申込・先着順) ◎受講料 無料
◎申込方法 電話で文化とみどり財団事務局までご連絡ください。

問 文化とみどり財団公園事務所
○

２５－８６１１ FAX２５－４５９３
せんてい

文化とみどり財団公園事務所では、晩夏の樹木の整枝・剪定の実技講習会を実施します。晩夏の
庭木の樹形を整えたいと考えている人は、ぜひご参加ください。
◎日
時 ８月２８日(土) 午前１０時～正午
◎場
所 市民総合体育館第１会議室および赤穂城南緑地
◎講
師 播美造園 頭巾 喜和 氏
◎内
◎定

容
員

せんてい

晩夏の樹木剪定(カイヅカイブキ、クロマツ、シラカシ等)講演および実技指導
３５人(先着順) ◎参加料 無料

せんてい

※剪定道具をお持ちの人はご持参ください。

問 シルバー人材センター
○

４３－７２００

FAX４３－４６８７

■会員募集
市内在住の男性６０歳、女性５８歳以上の人、あなたの持っている力で社会に貢献しませんか？
せんてい

剪定に興味がある人、草刈の経験や関心がある人、シルバー人材センターで経験と技能を高めな
がら、あなたの力を人のために役立ててみませんか？仲間と楽しく生き活きと働きましょう。
■７・８月の入会説明会
◎開 催 日 ７月２８日(水)、８月１０日(火)、２５日(水)
◎時
間 午後１時３０分～
◎場
所 シルバー人材センター事務所
■お仕事承ります
◎施設等の管理業務 ◎簡易な大工仕事 ◎家事手伝い ◎人材派遣等 お気軽にご相談ください。

問 一般社団法人赤穂市医師会
○

４２－１４３５ FAX４２－１４３６

新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止、受講者の皆さまの健康および安全面を第一に考慮し
た結果、令和３年度市民健康大学講座の開催を中止します。
受講をご検討いただいていた皆さまには大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願
いします。

