
          
 

 

令和４年７月２５日号掲載内容 

 

 

 

○問こども育成課 ℡４３－７０６５ FAX４３－６８９５ 

職種 募集人数 応募資格 業務内容等 給与等 

幼稚園

教諭 

１名 

※９月１日

採用予定 

幼稚園教

諭免許を

有する人 

＜業務内容＞クラス担任 

＜勤 務 地＞市内幼稚園 

＜勤務時間＞ 

平日午前８時１５分～午後５時 

月給 174,797～181,129円 

※地域手当・処遇改善加算

額を含む。年休あり。期

末手当あり。 

◎応募方法 指定の履歴書および幼稚園教諭免許の写しをこども育成課に提出してください。 

◎応募締切 ８月１９日(金) 

 

 

 

○問子育て支援課 ℡４３－６８０８ FAX４５－３３９６ 

児童扶養手当・特別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月下旬から

８月上旬にかけて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。 

◎提出期間 児童扶養手当   ８月 ２日(火)～３１日(水) 

      特別児童扶養手当 ８月１０日(水)～２５日(木) 

※土日、祝日を除く、午前８時半～午後６時 

◎その他 

 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。 

 児童扶養手当の受給開始から５年が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支払いが一部停止となるので

ご注意ください。 

・幼稚園教諭(会計年度任用職員)募集………１ 

・児童扶養手当等現況届の提出をお忘れなく…１ 

・第６１回赤穂市民文化祭のお知らせ…………２ 

・有年考古館「体験教室」参加者募集…………２ 

・「朗読・話し方スキルアップ講座」受講者募集…３ 

・播磨西青い鳥学級(赤穂教室)学級生募集…３ 

・若者就業サポート相談会開催…………………４ 

・原爆死没者等の慰霊と平和祈念の黙とう……４ 

・法務局「西播磨出前講座」のお知らせ………４ 

・令和４年度市民健康大学講座開催中止………４ 

◎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 

 



 

 

 
○問市民会館 ℡４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

■俳句の部 

俳句会作品募集 

兼 題 四季を通じて雑詠
ざつえい

 

出 句 数 一人５句以内(未発表作品に限る) 

出句締切 ８月２０日(土) 必着 

出 句 先 

所定の応募用紙を、赤穂俳句愛好

会(〒678-0211 南宮町 3-14 武

本敬子方)または市民会館まで 

出 句 料 
１,０００円(郵送の場合は郵便小

為替) 
 

俳句会 

開催日時 １０月１１日(火) 午後１時半～ 

会 場 市民会館 １階大会議室 

席 題 
当日の午前９時半までに会場に掲

示(当季雑詠も可) 

出 句 数 一人５句 

参 加 費 １,０００円 
 

 

◎応 募 資 格 市内に在住・在勤・在学、または市内の句会に所属している人 

◎選者・講師 永井 由紀子 先生(天為同人) 

◎そ の 他 募集要項は、市民会館または各地区公民館で配布しています。 

 

■短歌の部 

◎詠
よみ

  草
くさ

 一人２首(郵便ハガキに楷書で記入) 

※ハガキの末尾に住所・氏名、および短歌会の「参加」・「不参加」も記入 

◎応募締切 ９月２１日(水) 必着 

◎応 募 先 赤穂短歌の会(〒678-0163 高雄 1876-1 尼子勝義方)または市民会館まで 

◎応募資格 市内に在住・在勤・在学の人 

◎短 歌 会 １０月１日(土) 午後２時～(市民会館 １階第４会議室) 

◎講  師 尼子 勝義(新アララギ) 

 

 

 

 
○問有年考古館 ℡・FAX４９－３４８８ 

日時 内容 
参加費 

(材料費) 
定員 

８月６日(土) 

午後１時半～４時 

「勾玉
まがたま

づくり」 

軟らかい石材(滑石)をサンドペーパーなどで磨

き、好きなかたちの勾玉を作り、組みひもと組

み合わせてオリジナルストラップを作ります。 

１名分３００円 
先着 

１０名 

８月１３日(土) 

午後１時半～４時 

「鋳造
ちゅうぞう

体験」 

低い温度で溶ける金属をヒーターで溶かし、銅

鏡や銅鐸のミニチュアを作ります。実際に姿を

映したり、鳴らしたりできる本格派です！ 

銅鏡ミニチュア 

１個７００円 

銅鐸ミニチュア 

１個１,４００円 

先着 

１０名 

◎申込方法 電話または FAXで有年考古館まで(受付：午前１０時～午後４時、火曜日休館) 



 

 

○問図書館 ℡４３－０２７５・FAX４３－６２９１ 

コース 日程 時間 内容 定員 

初心者コース 

(１回) 
９月１０日(土) 

午前１０時１５分

～１１時４５分 

やさしい朗読入門(声の出し方、

朗読の基礎) 

先着 

１０名 

経験者コース 

(２回) 

９月２４日(土) 朗読、話し方の基礎の復習 先着 

１０名 １０月８日(土) 伝わる読み、話し方の実践 

 

◎開催場所 図書館 ２階集会室 

◎講  師 アナウンス・プランナー代表 水野 かおり 氏 

◎対 象 者 市内に在住・在勤・在学で、読む力・話す力をつけたい人 

◎受 講 料 無料 

◎申込方法 電話または FAXで図書館にお申し込みください。(毎週月曜日と第４木曜日休館) 

 

 

 

 
○問中央公民館 ℡４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

青い鳥学級は、視覚障がいのある人を対象に“共に学び共に助け合い共に生きる喜び”を創造す

る教室です。本年度は赤穂市(中央公民館ほか)で開催されます。ぜひご参加ください。 

 

 午前(午前１０時～正午) 午後(午後１時～３時) 

８月２６日(金) 

生活教養講座 

「新型感染症と最近の話題」 

講師 関西福祉大学 

   教授 勝田 吉彰 氏 

交流音楽講座 

「みんなで楽しく歌おう」 

講師 赤穂市児童合唱団 

   団長 元岡 明 氏 ほか 

１０月７日(金) 

実用生活講座「手打ちそば作り教室」 

講師 手打ちそば道場 

   代表 水谷 晴彦 氏 

実用講座「古代歴史と勾玉づくり」 

講師 教育委員会文化財課 

   主査 山中 良平 氏 

１１月４日(金) 

学外教養研修 

「水琴窟
すいきんくつ

の音色を楽しもう」 

講師 桃井ミュージアム 

   代表 長棟 州彦 氏 

学外体験研修 

「日本第一の塩作り体験」 

講師 赤穂市立海洋科学館 

   館長 古津 和也 氏 

１１月２５日(金) 

教養講座「忠臣蔵よもやま話」 

講師 教育委員会市史編さん担当 

   課長 小野 真一 氏 

健康講座「毎日続けられる健康体操」 

講師 健康体操指導員 

   鍜治本 克子 氏 

 

◎定  員 ４０名 

◎対 象 者 西播磨地域内在住の視覚障がいのある人(義務教育修了年齢以上) 

◎受 講 料 無料(ただし、弁当代、学外施設入館料、材料費等は実費徴収します。) 

◎申込方法 ７月２９日(金)までに、中央公民館にお申し込みください。 

 

月日 
時間 



 

 

 
○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～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実施します｡ 

 

◎日  時 ８月１８日(木) 午後１時半～ 午後２時半～ 午後３時半～ 

◎場  所 加里屋まちづくり会館 

◎相 談 料 無料 

◎定  員 ３名(先着順) 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション 

◎次回開催 １０月２０日(木)の予定です。 

 

 

 

○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。 

 

 

 

 

 

 

 

○問神戸地方法務局龍野支局総務課 ℡０７９１－６３－３２２１(音声案内後、４番を選択) 

FAX０７９１－６３－３２２２ 

終活における遺産相続と自分で手軽に作成できる自筆証書遺言書の法務局における保管について、

法務局職員が分かりやすく説明する出前講座を実施しています。 

 

◎申込方法 希望日の１か月前までに、電話で当局にお申し込みください。講座の所要時間は１時

間程度で、平日の午前１０時～午後４時の間で実施します。 

◎申込条件 ５名以上のグループ・団体が対象です。会場は、各グループ等でご用意ください。 

      ※当局の会議室を利用することも可能です。 

◎費  用 無料 

 

 

 

○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４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。 

 ８月 ６日(土) 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(火) 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(月) 正午      戦没者を追悼し、平和を祈念する黙とう 


