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こうべ海の盆踊り 2017
日

場
内

第47回神戸まつり
「ふれあい中央カーニバル2017」を開催しました

時 8月19日（土）16：30～20：45ごろ
※屋台は16：00〜
（荒天の場合翌20日（日））
所 メリケンパーク
（波止場町）
容	民謡の生唄・生演奏による盆踊り、大抽
選会、バラエティ豊かな屋台も多数出店

5月20日、東遊園地にて、中央区のまつり「ふれあ
い中央カーニバル」を開催しました。
ステージでは、今年もアンパンマンが駆け付けてく
れました。恒例となったキッズダンスの他、
ＢＭＸや吹奏
楽、子どもみこし、サンバショーなど区民の皆さんの笑
顔があふれるイベントとなりました。
フィールドでは、
「かもめん」をはじめとしたキャラクターが登場した他、神戸開港
150年記念ブースや高所作業車による乗車体験など、楽しいイベントが盛りだくさ
んでした。また恒例の「KOBE豚饅サミット®」では、有名店の豚饅を食べ比べられ
るとあって、今年も大好評でした。

浴衣を着て盆踊りを踊りませんか
「こうべ海の盆踊り」本番を一層楽しんでいただく
ために、今年も盆踊り練習会を開催します。盆踊りの
振り付けの由来にも触れながら、地域の人が優しく指
導してくれます。外国籍の皆さんをはじめ、盆踊りを
踊ったことのない人も大歓迎！奮ってご参加ください。

問

日
時 7月15日（土）14：00～16：00（予定）
場
所 海外移住と文化の交流センター
募集人数	約50人（うち先着20人は浴衣の着付け体験もできます）
※はっぴも用意しています
※参加者にはかもめんのうちわと手ぬぐいをお渡しします
申し込み 電話で 問 へ

中央区公式インスタグラムを開設しました！
広報サポーターが毎週、インスタグラムで中央区内のすてきな風
景や食べ物などを紹介します。また、ハッシュタグ「＃kobe_chuo」
の付いた投稿を公式アカウントで紹介させていただきます！ 皆さん
の投稿をお待ちしています♪
神戸市中央区【公式アカウント】
：kobe_chuo

中央消防署消防防災課 ☎ 241-0119 FAX261-1119

神戸市中央消防署

検索

☎232-4411（内線211） ＦＡＸ242-3599

募集
中央区地域文化資源保存活動
補助金

申込期間 7月3日
（月）
～31日
（月）
※詳しくは区ホームページか問 へ
問 区まちづくり支援課
☎232-4411
（内線414）
FAX242-3599
無料

日時 7月13日（木）9：30〜12：00ごろ
場所 コミスタこうべ（吾妻通4－1－6）
対象 区在住のおおむね60歳以上
の人
定員 20人（応募多数の場合は抽選）
※参加賞あり
※室内専用の上履きをお持ちください
申 7月6日
（木）
までに直接来所か
電話で問 へ
問 区老人クラブ連合会
（区まちづ
くり支援課内）
☎232-4411
（内線415）
FAX242-3599

ボウリング大会体験会

コンロ使用中に起こる火災は、コンロ付近にあるごみや可燃物が燃え出すこと
や、調理中に目を離すことで起きています。IH調
理器では、油が少量の場合や鍋底が変形してい
た場合、過熱防止装置センサーが働きません。
装置が働く前に燃え上がることもあるので注意
してください。
コンロで調理をする際は、
①その場を離れない、離れる場合は火を消す
②コンロ付近には可燃物を置かない
出火した天ぷら鍋に水を入れた瞬間
③出火すれば水をかけず、消火器で消す
以上の3点を守ってください。
詳しく見たい人は 神戸消防 実験動画 検索
問

※インスタグラムの利用には、アプリ
（無料）のダウンロードが必要です

輪投げ大会体験会

だ よ り

コンロ火災（天ぷら油）に注意

☎232-4411（内線412） ＦＡＸ242-3599

区まちづくり推進課

☎232-4411（内線413） ＦＡＸ242-3599

中 央 消 防 署

問 こうべ海の盆踊り実行委員会事務局
（区まちづくり支援課内）

問

区まちづくり支援課

日時 8月4日（金）10：00〜12：00ごろ
場所 神戸ボウリング倶楽部
（雲井
通4－2－14）
対象 区在住のおおむね60歳以上
の人
定員 20人
（応募多数時抽選）

料金 500円
※参加賞あり
※2ゲーム貸し靴付き
申 7月6日
（木）
までに直接来所か
電話で問 へ
問 区老人クラブ連合会
（区まちづ
くり支援課内）
☎232-4411
（内線415）
FAX242-3599
し かん

紙管ものづくりワークショップ
みんなでつくろう空中水族館

日時 7月30日
（日）
①10：00～②13：30～
場所 葺合文化センター
（熊内橋通
7－1－13神戸芸術センター６階）
定員 各回20人
（先着順）
料金 500円
申 7月29日(土)までに直接来館
か、電話・ＦＡＸで問 へ
問 葺合文化センター
☎242-0414 FAX261-0366

シアトリカル・サンドアート・パフォー
マンス・ライブ「セロが見た世界」

日時 8月5日
（土）
14：00～15：30
場所 葺合文化センター 大ホール
（旗塚通4－4－1）
定員 130人
（先着順）
料金 前売：2000円 当日：2500円
申 8月4日(金)までに直接来館ま
たはローソンチケット☎ 0 5 7 0 -

084-005
（Lコード：55111）
問 葺合文化センター
☎242-0414 FAX261-0366

「心かよわす市民運動」講演会
無料

日時 8月２５日
（金）
１０
：
００～１１
：
３０
場所 コミスタこうべ（吾妻通4－1－6）
演題「認知症にならない体づくり」
講師 扶川郁美氏（神戸市生涯学
習市民講師）
定員 60人
（先着順）
申 7月8日
（土）
から電話で下記へ
問 コミスタこうべ
☎251-4731 FAX251-4733

第44回 中央区ふれあいバド
ミントン大会

日時 9月2日(土)9：00〜
場所 王子スポーツセンター
（灘区
青谷町1－1－1）
試合方法 ダブルス戦
料金 1組1,500円※上位入賞者
に賞品贈呈
申 専用用紙(区まちづくり支援課
配布)に記入の上、8月10日(木)ま
でに事前振込
問 区体育協会事務局(区まちづく
り支援課内)
☎232-4411(内線412)
FAX242-3599

その他
第67回「社会を明るくする運
動」
元町商店街広報パレード

犯罪や非行をなくし、過ちからの
立ち直りを支える地域をつくるた
めにパレードを実施します。
日時 ７月１日
（土）
14：00～15：00
場所 神戸元町商店街 ６丁目～
一番街
問 第67回
「社会を明るくする運
動」
中央区推進委員会
中央区保護司会
☎・FAX078-599-8271

学校施設開放 学校プール開
放・市民図書室のご案内

皆さんの身近にある、学校プール、
市民図書室をご利用ください。各
学校の実施時間などの詳細は、教
育委員会生涯学習課へお問い合
わせください。
※天候や学校の行事等により予定
を変更する場合があります
問 教育委員会生涯学習課
☎322-5814 FAX322-6144

図書館だより
■中央図書館
問

☎371-3351 FAX371-5046

申し込み不要

無料

①たんぽぽおはなし会

日時 7月8日
（土）
15：00〜15：30
②おはなし会
（土）
15：00〜15：30
日時 7月15日
③絵本おたのしみ会
（金）
11：00〜11：30
日時 7月28日
対象 0〜3歳の子どもと保護者
④展示「自由研究／戦争・平和の本」
日時 7月4日
（火）
〜8月31日
（木）
⑤児童展示「夏休みに読みたい一冊」
日時 7月14日
（金）
〜8月31日
（木）
⑥夏休み特別おはなし会
日時 8月1日（火）①10：30〜②
11：05〜③13：30〜
⑦英語あそびと絵本の会
日時 8月2日
（水）
15：00〜15：30
⑧かみしばいの会
日時 8月5日
（土）
15：00〜15：30

■三宮図書館
問

☎２５１-５０１５ FAX２５１-５６１４

申し込み不要

無料

おはなし会
日時 7月の毎週土曜15：00〜15：30
対象 幼児～小学生
近畿管区行政評価局長表彰状

5月23日に兵庫県民会館において、
これまでの行政相談活動への功績か
ら表彰を受けられました。
中央区行政相談委員
よし だ

よし お

吉田 圭男さん
問 兵庫行政評価事務所
■
☎331-9096

