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1249号

お 知 ら せ

第44回 明石市文芸祭 入賞者決まる

大好評の「ハレハレ」がもっと便利に！

遊べる時間帯が増え、

文化芸術創生財団
（t918-5085

12
23〜

f918-5121）

▶各部門の市長賞(第1席)
お問い合わせ／子育て支援課
※敬称略、ペンネームがある人はペンネームを掲載
入場券の発行がよりスムーズに
（t918-5597 f918-6191）
【俳句】一般の部＝竹渕 美千子
小学低学年の部＝荒木 渉吾
（大久保小３）
あかしこども広場内にある大好評の
「親子交流スペースハレハレ」
の利用方法を下記のとおり変更し
小学高学年の部＝井上 真宏
（二見北小４）
ます。待ち時間が緩和され、より多くの人が利用しやすくなります。ますます便利になる広々空間で、思
中学生の部＝三谷 凌功
（大蔵中２）
いっきり体を動かして楽しもう！
【川柳】一般の部＝西口 時也
②利用当日の午前９時からすべての回の入場券
変更内容
小学低学年の部＝田中 悠翔
（清水小２）
が発行できます！
①利用時間帯が１日４回から５回に！
小学高学年の部＝髙岡 希天
（大久保小５）
ホームページで当日の受付状況を確認できる
利用時間帯が1日5回総入れ替え制に変わり、
中学生の部＝正木 愁悟
（錦城中１）
ようになります！
ますます利用できる人が増えます。
【短歌】一般の部＝鈴木 美樹
先着順。一度に受け付けできるのは１つの時
利用時間／1回70分
（1日5回総入れ替え制）
小学低学年の部＝三宅 皇輝
（山手小１）
間帯のみ。
あかしこども広場ホームページで当日
小学高学年の部＝西 洸平
（神戸大附属小６）
回数
利用時間（70分）
の受付状況を確認できるようになります。
１回目
９：３０～１０：４０
中学生の部＝針崎 史帆
（朝霧中２）
２回目
１１：００～１２：１０
【詩】吉田 瑞代 【随筆】上根 淳子
３回目
１２：５０～１４：００
【小説】藤野 恒子
もっと
４回目
１４：２０～１５：３０
遊びやすく
【児童文学】宇野 夕喜・大西 みつ
なるね！
５回目
１５：５０～１７：００
※議長賞ほか４賞は、文化芸術創生財団ホームペー
ホームページは
こちらから！
ジに掲載します。
▶表彰式・部門別講評会 文芸祭入賞者を表彰後、
部門ごとに選者による講評会を行います。
11 〜 12
犯罪被害者等支援
犯罪被害者等支援にかかるパネル展
1
27
日時／12月2日(土)午後1時～ 場所／子午線
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」
市民相談室
（t918-5002 f918-5102）
ホール
（アスピア明石北館９階）
市は、犯罪被害に遭われた人を支援するため、 ▶ことのはものがたり 入賞作品を掲載した作品
犯罪被害者やその家族の権利利益を保護する
総合相談窓口の設置、貸付金・支援金・立替支援
ため、国は、11月25日～12月1日を
「犯罪被害者
集
「ことのはものがたり」
を12月2日
（土）
から販売し
金、家事援助や介護支援者の派遣など、日常生活
週間」
と定め、さまざまな啓発事業を実施していま
ます
（1冊500円）
。
の安定に重点を置き、生活環境を守るための幅広
す。市では
「犯罪被害者週間」
に合わせて、市の取
い支援を行っています。
り組みや犯罪被害者等支援団体の活動について
のパネル展を開催します。
期間：11月27日〜12月１日 場所：あかし市民図書館
消防出初式 子ども消防隊募集
一人で悩まないで
「ひょうご被害者支援センター」
・ひょうご性被害ケアセンター
「よりそい」
に相談を

公益社団法人
「ひょうご被害者支援センター」
犯罪や交通事故の被害者やご家族を支援する兵
庫県公安委員会指定の民間団体です。
電話相談
（t367－7833）
火・水・金・土曜日
（祝日除く）
午前10時～午後4時

あかしを食べよう第4弾
あかしを味わう料理教室

日時／12月5日
（火）
午前10時～ 場所／ふれあ
いプラザあかし西 内容／明石産の果物を使って
カッティングしたフルーツの盛り付け 定員／24人
（大人のみ） 費用／1人1000円 申し込み／往
復はがき
（住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号を記入）
で11月20日
（消印有効）
までに農水産課（〒6738686 市役所内 t918-5017 f9185126）
へ。応募多数時抽選。

リサイクル家具常設展示場の展示家具
入れ替え
資源循環課
（t918-5794 f918-5793）

リサイクル家具
（有料）
常設展示場(クリーンセ
ンター1階)の展示家具を総入れ替えし、11月16日
（木）
から新たな家具約25点を2か月間展示します。
時間／午前9時～正午、午後0時45分～4時(日曜
日は除く)
▶使用済小型家電のボックス回収場所
が増えました
万代硯町店
（硯町3丁目）
で使用済小型
家電のボックス回収を開始しました。

ひょうご性被害ケアセンター
「よりそい」
被害直後からの医療的・精神的・法的な支援を行
うために兵庫県が開設した相談窓口です。
電話相談
（t367－7874）
月・火・水・金・土曜日
（祝日除く）
午前10時～午後4時

2017あかしヒューマンフェスタ
人権推進課
（t918-5058 f918-5131）

日時／12月1日
（金）
午後1時～4時 場所／市民
むら き あつ こ
会館中ホール 内容／村 木 厚 子さん
（元厚生労働
事務次官）
による講演会、市の取り組みの報告、人
権啓発作品の表彰 ほか 費用／無料 申し込み
／不要、直接会場へ ※手話通訳、要約筆記あり

消防本部総務課
（t918-5941 f918-5983）

消防出初式に出場する
「子ども消防隊」の参加
者を募集します。消防士
の制服やハッピなどを着
て入場行進に参加してみませんか。詳細は消防本
部ホームページをご覧ください。
日時／来年1月7日
（日）
午前10時～ 場所／市役
所周辺 対象／市内在住で平成23年4月2日から
平成25年4月1日生まれの子ども 定員／100人
申し込み／12月10日までに、消防本部
ホームページまたは右記QRコードから
申し込みを。応募多数時抽選。
※当日は市役所前駐車場が使用できま
せん。公共交通機関をご利用ください。

大蔵市場火災により被災された人々への
義援金を受け付けています

お問い合わせ／
福祉総務課
（t918-5025 f918-5106）
市社会福祉協議会
（t924-9105 f924-9109）

市と市社会福祉協議会では、10月25日に大蔵中町にある大蔵市場で発生した
大規模な火災により被災された人々への義援金を受け付けています。
義援金の受付方法／①現金受付…市福祉総務
課
（市役所2階）
、市社会福祉協議会
（総合福祉セ
ンター）
②現金書留…下記まで
〒６７３-００３７ 貴崎1丁目５番１３号 総合福祉
センター内 社会福祉法人 明石市社会福祉協
議会
（
「大蔵市場火災」
義援金担当）
③口座振替…下記口座まで
銀行名：みなと銀行 支店名：明石支店 預金種
別：決済用預金 口座番号：1693114 口座名
04

義：社会福祉法人 明石市社会
わ だ みつる
福祉協議会 理事長 和田満
募金箱設置／市役所、あかし
総合窓口、各市民センター、総合福祉センター
（社
会福祉協議会）
、ふれあいプラザあかし西、各コ
ミュニティ・センター、天文科学館 受付期間／
11月30日
（木）
まで
義援金の配分／被災の程度
（全焼、半焼など）
に
あわせて、年末までに配分予定
※本義援金は税控除の対象外です。

