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自動車図書館（みどり号）が区内を巡回

・1人10冊以内。1 月間（次の巡回日まで）貸出できます
・ご利用には、最初に登録申込が必要
（中学生以上は住所確認できる証明書要）
●巡回場所・日時
場所
巡回日
時間
大池見山台（大池見山台西公園）
13:20〜14:00
第1水曜 14:30〜15:20
青葉台（大滝山公園）
緑町（福田が辻公園）
15:40〜16:10
上津台（菅生公園）
13:00〜14:00
第1金曜
鹿の子台南町（扇谷公園）
14:30〜15:30
日の峰（日の峰中公園）
13:00〜14:00
第1土曜
桂木（桂木中公園）
14:30〜15:30
南鈴蘭台（中里中公園）
13:00〜13:40
第2火曜 14:00〜14:40
君影町（君影町西公園）
星和台（源治谷公園）
15:00〜16:00

催 し

第33回北区硬式テニス大会

6月16日（日）受付8:30〜8:40
しあわせの村テニスコート
高校生以上（JOP保持者は不可）
男女別ダブルストーナメント戦（コンソレーションあり）
※A/Bクラス別
1ペア3,000円（当日納入）
北区HP内イベント申込サイト、または下記内容を まで
①申込代表者名、電話番号、住所
②出場ペア（A/Bクラス、氏名、年齢、性別、在籍テニスクラブ名）
5月1日（水）
〜5月26日（日）必着（先着60組）
市イベント案内・申込センター
北区硬式テニス大会 検 索
☎ 333-3372 / FAX 333-3314

北 区（ 南 部 ）
募 集

スクールボランティア入門講座

（無料・全3回）

障がいのある子どもたち・配慮の必要な
子どもたちの学校生活をお手伝いする活
動に関心のある人を対象にした講座
①5月27日（月）10:00 〜11:30
②6月 3 日（月） 9:30 〜10:30
③6月10日（月）10:00 〜11:30
①③北区役所 ７階大会議室
②南五葉小学校または鹿の子台小学校
20人 先着順
（3回とも受講可能な方優先）
区社会福祉協議会
☎ 593 -1111（代）/ FAX 593-9822

北 図 書 館 だ よ り
おはなしとえほんの会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
5月11日（土）11:00 〜11:30
2歳〜
（定員30人）
母の日工作会
お母さんへのプレゼントをつくります
5月12日（日）11:00 〜11:30
幼児〜小学生とその保護者（定員10組）
整理券配布
読書会
『羊と鋼の森』宮下奈都著
5月15日（水）10:00〜12:00
一般（定員20人）
おひざのうえのおはなし会
手遊びや読み聞かせ、本選びのアドバイス
5月24日（金）10:30〜11:00
0〜2歳児とその保護者（定員15組）
おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
5月25日（土）15:00〜15:30
幼児〜大人（定員30人）

春の全国交通安全運動のイベント
5月13日（月）10:30 〜11:30
コアキタマチショッピングセンター
（日の峰2丁目7）
神戸北警察署 ☎ 594-0110
神戸北交通安全協会 ☎ 592-1775

北 区（ 北 神 ）

市 民 相 談︵ 無 料 ︶

市民法律相談

ありまホールコンサートVol.5

催 し

神戸音楽家協会によるクラシックコンサート
5月12日（日）14:00開演
北神区民センター ありまホール
一般（500人）
前売 一般1,000円（当日1,200円）
、
受講生友の会800円、小学生以下無料
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

北神区役所開設記念イベント

（無料・申込不要）

春の全国交通安全運動のイベント
5月11日（土）15:00〜16:30
イオンモール神戸北駐車場
有馬警察署 ☎ 981- 0110
有馬交通安全協会 ☎ 987-3040

田んぼの教室① 田植え編
6月8日（土）13:30〜
上大沢ふれあい会館北側
※締切り 5月29日（水）まで
大沢連絡所
☎ 954- 0301/ FAX 950-7000

第8回北神ふれあい演芸会
（7月14日開催）出場者募集
歌・カラオケ・踊り・ダンス・落語など
芸自慢の方大募集
5月10日（金）
〜 6月15日（土）
北神区民センター ありまホール
一般（先着順25組・人まで）
北神区民センター
☎ 987- 3400 / FAX 987-3444

内容

相続、借地・借家、金銭賃借、相隣関係
などの法律相談

毎週水曜/13:00〜16:00
第2・4木曜/13:00〜16:00

市民相談（行政書士） 自筆による遺言書・遺産分割協議書の作成

第1木曜/13:00〜16:00

国など行政機関への意見・要望を受け付け、 第3木曜/13:30〜15:30
解決や実現の促進を図る

心配ごと相談

民生委員・児童委員等が心配ごと等の相談に
応じ、助言や専門機関等へ橋渡しを行う

成年後見制度の
利用手続き相談室

制度の仕組みや利用手続きの流れについて

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
5月11日（土）15:00 〜15:30
3歳〜
（定員30人）
おひざのうえのおはなし会
絵本の読み聞かせ、手遊び
5月15日（水）11:00 〜11:30
0〜2歳児と保護者（定員20組）
ストーリーテリング
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
5月18日（土）14:30〜15:00
5歳〜
（定員30人）
ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
5月25日（土）11:30 〜12:00
4歳〜
（定員30人）

6月20日（木）13:30 〜16:30
北神区民センター 会議室1
マウスピース代500円と82円切手1枚
5月8日（水）
〜 先着20人
北消防署救急係
☎ 591- 0119 / FAX 594-1119

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館
☎ 981-8210 / FAX 981-8220
5月の休館日 7日（火）
、13日（月）
、
20日（月）
、27日（月）

黒大豆枝豆オーナー募集
6月22日（土）8:00〜12:00
下宅原営農改善組合 圃場
一般（100人）
4,000円（1区画20株）
JA兵庫六甲北神長尾支店
☎ 986-2685 / FAX 986-2687
※5月7日（火）
〜先着順
北農業振興センター
☎ 982-7111/ FAX 982-0479
場所

定員

北区役所7階
7名（先着順）
北神区役所2階（受付）

予約

問い合わせ

市総合コールセンター
☎ 333-3330
（電話・WEB予約）
（受付時間9:00 〜 21:00）
6名（先着順）
要

北区役所7階

毎週火曜/13:30〜16:00
第2・4木曜/14:00〜16:00

北区役所6階
北神区役所2階

第2水曜/13:30〜16:00

北区役所6階

（15:30までに受付）

北 神 図 書 館 だ よ り

今、目の前で大切な人が倒れたら?
あなたにもできる!心肺蘇生法

日時※祝休日及び年末年始を除く

市民相談（司法書士） 所有権移転、相続などの各種登記手続き

行政相談
（行政相談委員）

道場町生野農業体験

赤米（古代米）のバケツ栽培、古代米のお
にぎりと手打ちそばの試食
5月21日（火）13:50〜15:20
岡場駅バスターミナル④13:25発に乗車
して八多ふれあいセンター下車
500円（定員30人）
八多連絡所
☎ 982-0002 / FAX 984-2008

募 集

13:30〜14:40
15:10〜16:00
13:00〜13:30
13:40〜14:20
14:50〜15:40
13:00〜13:50
14:10〜14:40
15:10〜16:10
13:00〜14:10
14:30〜15:40
15:20〜16:10

『アイガモ農法米づくり体験（全4回）
』
①5月26日（日）
、
②6月23日（日）
、
③9月
22日（日）
④10月6日（日）※10:00〜
生野地区圃場
100人（抽選）
小学生以上500円
『黒大豆オーナー（全2回）
』
①6月16日（日）
②10月19日（土）または20日（日）
※10:00〜
生野地区圃場
40組
10株3,000円
生野里づくり協議会※5月12日（日）必着
☎ 090-8531-5797/ FAX 985-3045
ikunosatodukuri@gmail.com
北農業振興センター
☎ 982-7111/ FAX 982-0479

はたっこバスに乗って
「古代米のバケツ稲栽培」体験

大沢町ふれあいコメづくりひろば
参加者募集

北図書館2階 多目的室
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595 -1297
5月の休館日 7日（火）
、13日（月）
、
20日（月）
、27日（月）
種類

「二宮金次郎」の上映
5月11日（土）3回上映
①10:30〜、
②13:30〜、
③17:30〜
北神区民センター ありまホール
一般（500人）
前売 一般1,000円（当日1,500円）
、
小学生〜高校生500円
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

春の交通安全フェア（無料・申込不要）

春の交通安全フェア（無料・申込不要）

花山（花山駅前）
第2土曜
松が枝町（山田連絡所）
山の街（山の街北公園）
第3火曜
山の街（百合が丘公園）
泉台（西畑公園）
唐櫃台（唐櫃台駅前公園）
第3水曜
東大池（六甲が丘公園）
幸陽町（幸陽台東公園）
小倉台（鷺谷公園）
第3金曜
筑紫が丘（つくしが丘公園）
ひよどり台（ひよどり台公園） 第4金曜

特別記念ありま映画サロン2019

催 し

民踊・太鼓・金管バンド演奏等
5月6日（月・休）10:30〜
北神区民センター ありまホール
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

中央図書館市民サービス係自動車図書館
（月･日･祝日は休み）
☎ 371-3351/ FAX 371- 5046

不要

不要

（事前予約可）

左記時間内で先着順（15:00まで受付）
北区役所まちづくり課
☎ 593 -1111（代）/ FAX 593 -1166

北区社会福祉協議会
（代）
☎ 593 -1111
/ FAX 593-9822
北区社会福祉協議会 北神事務所
☎ 981-8870/ FAX 984-2334

