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￥ 参加料・受講料

東灘 区民広報紙
2017.

住吉川親子水辺フェア

水辺教室
金魚すくいどり
その他

住吉川にはどんな生き物がすんで
いるのかな？
金魚を入れる入れ物は持ってきてね！

御影公会堂 夏のマナビバ
小学生向けのイベントとして、
謎解
きゲーム、理科工作、ロボット操作
の体験、御影の歴史講演会を開催
します。
※一部事前申込制
（抽選）
日時／8月10日㊍14:00〜19:00
場所／御影公会堂（御影石町4-4-1）
申 電話またはメールで8月3日㊍までに
問

ゲーム、
工作教室、
水のアーチなど

住吉川での楽しい体験を描いた絵を募集します。
作品／四つ切サイズの画用紙に、
クレパスか絵の具で描
いたもの※応募作品は返却しません
部門／幼稚園以下の部、
小学生の部
応募／画用紙の裏に、作品名、学校名か幼稚園・保育所
（園）
名、
学年、
住所、
氏名
（ふりがな）
、
電話番号を
記入し、9月5日㊋までに へ
賞品／【会長賞】
図書カード5,000円分
【入 賞】
図書カード2,000円分
問 住吉川清流の会事務局(区まちづくり課内)
住
☎841-4131（内線226） FAX811-4901

東灘救急フェア2017

無料

保久良夢ひろば
夏の学び隊遊び隊

へ

地域・芸術文化シンポジウム

無料

木工クラフトや虫取り、森 の 手入れ体 験 など 自然を
活用した遊びが楽しめます。
日時／8月11日㊎㊗10：00〜15：00（雨天中止）
場所／保久良夢ひろば
※山で活動できる服装で暑さ対策（日よけ・水分補給）
をしてください
※飲物や昼食は各自でご用意ください
※現地での事故やけがなどの責任は負いかねます
問 保久良夢ひろば利用者ネットワーク事務局
（区まちづくり課内）
☎841-4131（内線236） FAX811-4901
保久良夢ひろば

申込不要

無料

救急医療週間に、家
族で救 急 医 療 体 制
についての理解と認
識を深め、防災につ
いても考える機会に
しませんか。
日時／9月3日㊐14：00〜16：30※少雨決行、
荒天中止
場所／御影クラッセ
（御影中町3-2-1）
問 東灘消防署消防防災課
☎843-0119 FAX854-3119

区まちづくり課
☎841-4131（内線232） FAX811-4901
h-matika@oﬃce.city.kobe.lg.jp

※駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください

住吉川絵画コンクール

問 問い合わせ先
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無料

住吉川の自然に触れ合い、楽しむイベントです。ぜひ遊
びにきてください。
日時／8月5日㊏10:00〜12:00
（雨天・回転灯点灯
時は6日㊐に順延）
場所／住吉川新落合橋上流

申 申し込み方法・申し込み先

無料

東灘・灘で芸術・文化活動をするクラブ団体の演奏や活
動報告を行います。神戸市の芸術・文化施設の現状と今
後の方向性を市長と語り合おう！
日時／9月12日㊋16：00〜18：00
場所／御影公会堂白鶴ホール
（御影石町4-4-1）
定員／430人
（抽選）
申 はがき・FAX・メールに
「地域・芸術文化シンポジウ
ム申込」、代表者の住所、氏名、電話番号、参加人数を記
入し、8月25日㊎（必着）
までに へ
問 区まちづくり課 〒658-8570
（住所不要）
☎841-4131
（内221） FAX811-4901
higashinada@oﬃce.city．
kobe.lg.jp

情 報 ひろば
イベント
神戸ファッション美術館

❶リハーサル見学付バックヤードツアー
日時／8月17日㊍、9月18日㊊㊗ 無料
14：30〜16：00
場所／神戸ファッション美術館5階
オルビスホール
定員／300人程度（先着）
❷実物鑑賞カルダンとクレージュ
の服
日時／9月16日㊏14：00〜16：00
場所／神戸ファッション美術館4階
第1セミナー室
定員／90人程度（先着）
￥ 一 般50 0 円、65歳 以 上・高 校
生以下300円
申 ❶❷とも電話かFAXで へ
問 神戸ファッション美術館
☎858-0050 FAX858-0058

日時／9月10日㊐9：00〜
場所／向洋小学校体育館
対象／区内在住・在勤・在学の高校
生以上
￥ シングルス600円、
ダブルス1組
800円（申込時要）
申 8月25日㊎までに参加料を添え
申
て へ
問 区体育協会
（区まちづくり課内）
☎841-4131
（内線226）
FAX 811-4901

実践！食育スタジアム

❶日本製粉工場見学とピザ作り体験
日時／8月22日㊋13：30〜16：30
（13：00JR芦屋駅集合）
場所／日本製粉(株)神戸甲南工場
(深江浜町41)※JR芦屋駅か
らマイクロバスにて送迎
対象／区内在住の小学2〜6年
定員／親子10組20名(抽選)
❷キッチン
・チャレンジ
ヴィッセル神戸東灘区民
「お豆や昆布、穀物」のお話を聞い
応援デー vs 横浜F・マリノス
いて、
旬の食材を使った調理実習を
無料
日時／8月19日㊏か20日㊐
行います。
場所／ノエビアスタジアム神戸
日時／8月25日㊎10：00〜13：00
（兵庫区御崎町1-2-2）
場所／(株)マルヤナギ小倉屋
定員／区内在住200人（抽選）
本 社1階キッチンスタジオ
申 往復はがきに人数
（5人まで）、
(御影塚町4-9-21)※現地集
全員の郵便番号・住所・氏名・年
合、保護者による送迎要
齢・電話番号を記入し8月8日㊋
対象／区内在住の5歳〜小学3年
（必着）でヴィッセル東 灘 区 民
定員／10名(抽選)
￥ 500円
応援デー係 〒652-0855
❸食育体験ツアー
兵庫区御崎町1-2-1
日時／8月26日㊏13：00〜16：00
問 教育委員会事務局スポーツ体育課
（森
☎322-5803 FAX322-6149 場所／本山東地域福祉センター
南町2-8-28）
区民卓球大会
（個人戦）
※現地集合、現地解散、保護
参加者の募集
者による送迎要
（駐車場なし）

対象／区内在住の小学2〜6年
定員／親子15組30人
（抽選）
申 ❶❷❸とも往復はがきにイベン
ト名、住所、児童と保護者の氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号、児童の利き手を記入の上、8
月14日㊊
（必着）までに へ
※食物アレルギーのある場合は応募時
に内容、
程度をお知らせください
問 区健康福祉課
〒658-8570
（住所不要）
☎841-4131
（内線403）
ＦＡＸ851-9333

マンションセミナー2017
＠東灘「魚崎南町５丁目
の皆で考える防災」 全3回

今年は、
魚崎南町５丁目に出 無料
向いて開催します。
講師／日本防災士・マンション管理士
曽根武彦
第１回 魚崎南町5丁目の皆で
防災を考えよう
日時／８月１１日㊎㊗9：00〜12：30
場所／住吉川公園
第２回 親子で皆で楽しく学ぶ防災
日時／９月２日㊏13：30〜16：00
場所／魚崎郷清流プラザ
第３回 すごいぞ！
最近の保存食・防災グッズ
日時／１０月７日㊏13：30〜16：00
場所／魚崎郷清流プラザ
申 直接来庁かFAXで専用申込用
紙に必要事項を記入し、第1回
は8月4日㊎、第2回は8月25日
㊎、第3回は9月29日㊎（必着）
までに へ
※申込多数の場合は抽選。申込後

連絡がない場合は直接会場にお
越しください
問 区まちづくり課
☎841-4131（内線234）
FAX811-4901

神戸開港150年記念

港まつり in すみよし

日時／8月12日㊏・13日㊐
11：00〜21：30※小雨決行
場所／住吉公園グラウンド
※飲食有料※コンサートエリ
アは、
招待者のみの入場と
なっています
問 港まつり in すみよし事務局
☎811‐7677 FAX811-7663

講 座

東部市場 料理教室

日時／①8月22日㊋、
②9月12日㊋
10:00〜13:00
定員／24人
（抽選）
（材料費含む）
￥ 1,500円
申 はがきに開催日・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、①8月8日㊋
②8月29日㊋
（必着）
までに へ
問 中央卸売市場東部市場
〒658-0023 深江浜町1-1
☎413-7076 FAX413-2156

お知らせ

場所／深江本町３丁目5-7
※図書などの蔵書はありません
問 中央図書館

☎371-3351 FAX371-3382

フードドライブをモデル実
施します

ダイエー甲南店・六甲アイランド店
でフードドライブをモデル実施しま
す。まだ食べられる食品を提供下さ
い。
詳しくはホームページへ
日程／8月7日㊊〜13日㊐
神戸市フードドライブ

問 環境局資源循環政策課

☎322-5299 FAX322-6064

精霊送り

日時／8月15日㊋16：00〜20：00
※小雨決行
（当日12：00から、
☎333-3372で音声案内）
場所／住吉呉田浜
実施団体／呉田地区協議会
※酒の瓶や缶詰などの供え物は処
理が困難なため持ち込めません
※会場以外の河川・海などでの精霊
送りはご遠慮ください
問 市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

ファミサポ制度説明会

無料

日時／9月27日㊌9：45〜16：00
9月28日㊍10：00〜15：30
深江生活文化史料館に
場所／区役所4階大会議室
図書貸し出しコーナー開設
対象／・神戸市在住
市立図書館で借りた本の返却や、
・自宅で子どもを預かることのできる人
インターネットなどで申し込みをさ
・2日間の講習を受講できる人
申 電話で へ
れた図書の受け取りができます。
問 市ファミリー・サポートセンター
日程／8月5日㊏〜
開室時間／土・日曜12：30〜16：30
☎335−6100 FAX335-6101

