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￥ 参加料・受講料

東灘 区民広報紙
2017.

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします！

お酒と音楽。いつの時代も切っても切れない関係ではないでしょうか？酒蔵
で有名な灘の酒を堪能しながら音楽が楽しめる、なかなか味わえない貴重なひ
とときを過ごせます。

申

問

問 問い合わせ先

12

酒蔵コンサート〜あなたも日本酒と“にこいち”

日時／平成30年2月3日㊏
15：30〜
（開場15：00〜）
場所／神戸酒心館
酒心館ホール
（御影塚町1丁目8−17）
定員／ペア70組140人（抽選）
￥ ペア3,000円
（きき酒とお土産付）

申 申し込み方法・申し込み先

今年も歳末たすけあい募金運動を実施します。
お寄せいただいた募金は、区
内の福祉施設などに配分されるとともに、
ふれあい給食会やデイサービス事業
の活動資金の一部として活用されるなど、地域福祉の向上に役立てられていま
す。区民の皆さまからの温かい心のこもった募金をお待ちしております。

今回のアーティストは神戸出身の
実力派アコースティックユニット“にこいち”

はがきか電子メールに、参加者の住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号・案
内送付先
（ペアのどちらか）
を記入し、12月15日㊎までに へ
※当選者のみ案内送付
酒蔵コンサート実行委員会事務局（区まちづくり課内）
〒658-8570
（住所不要） ☎841-4131(内線236) FAX811-4901
h-matika@oﬃce.city.kobe.lg.jp

昨年、寄せられた募金で行われた「もちつき大会」。地域のみんなが心待ちにしているイ
ベントです。子どもたちや高齢の方々など、みんなが笑顔と感謝いっぱいの1日を過ごし
ました。
問

区共同募金委員会（区社会福祉協議会内）
☎841-4131（内線419）FAX841-7999

情 報 ひろば
イベント
神戸ファッション
美術館の催し

￥ 1チーム3,000円
（申込時に要）

申込不要

①聖夜の美 術 館とロビーコン
サート

日時／12月9日㊏・17日㊐・23日㊏㊗
18：30〜19：30
場所／神戸ファッション美術館1階ロビー

②世界のクリスマスツリー★の
展示

日時／12月26日㊋まで
10：00〜18：00
場所／神戸ファッション美術館1階ロビー
問 神戸ファッション美術館
☎858-0050 FAX858-0058

音楽でつながる 申込不要
手づくりの「御影音楽祭」
日時／12月10日㊐10：30〜19：30
場所／御影公会堂白鶴ホール（御影石
町4-4-1）※有料飲食ブース有
問 御影音楽祭
（担当：堀井）
090-7497-1399

第２回本山北町街並百景

無料

本山北町の魅力やお気に入りの場
所の写真を募集しています。どなた
でも応募できます！
締切／平成30年1月31日㊌
詳しくは
本山北町まちづくり協議会

問 本山北町まちづくり協議会

（担当：三宅） 090-1952-2141
FAX452-5384

区民卓球大会（団体戦）

内容／4シングルス・1ダブルス（４
〜６人）
のチーム戦
日時／平成30年1月21日㊐9：00〜
場所／東灘体育館
対象／区内在住・在勤・在学の高校
生以上

申 平成30年1月5日㊎までに直接 へ
問 区体育協会
（区まちづくり課4階

42番窓口）☎841-4131（内線
226） FAX 811-4901

区民ボウリング大会

11：30〜12：00
日時／12月29日㊎・30日㊏
対象／親子(0歳〜就園前)と妊婦
9：00〜16：00
定員／各12組（開始15分前より先着）
詳しくは全市版5面をご覧
※12月29日㊎〜1月3日㊌は休館します
ください
問 東灘図書館
※マイナンバーカードの発行や相談
☎858-8773 FAX858-8776
など、一部のサービスはご利用
頂けませんのでご注意ください
初期3部作を読む
問 市総合コールセンター
村上春樹と阪神間 読書会
☎333-3330 FAX333-3314
日時／12月9日㊏10：00〜11：30
小学校オープンスクールの
場所／区民センター小ホール
（魚崎）
お知らせ
定員／10人
（先着順）
就学先の小学校の見学ができます
￥ 500円
対象／大人
日時／平成30年1月16日㊋
申 直接来館か電話で へ
9：30〜11：30
問 区民センター小ホール
（魚崎）
各小学校入学予定児童と保護者
対象／
☎453-0151 FAX451-5840
不明な点は入学予定先の小学校に
お問い合わせください
東灘体育館の催し 無料
問 教育委員会事務局学校教育課
①ワンポイントトレーニング
☎322-5783 FAX322-6143
日時／平成30年1月15日㊊

日時／平成30年1月13日㊏
10:00〜13：00
場所／神戸六甲ボウル
対象／区内在住・在勤・在学の小学
生以上のペア（中学生以下
は保護者同伴）
定員／40組80人（抽選）
内容／スカッチダブルス3ゲーム
￥ １ペア1,000円
（靴代は各自負担）
申 はがきかFAXに代表者の住所、
氏名、年齢、電話番号およびペ
ア相手の氏名、年齢、宛先に「ボ
ウリング大会」と記入し12月20
日㊌必着までに へ
11：30〜12：30
問 区体育協会
（区まちづくり課内） 場所／東灘体育館
〒658-8570
（住所不要）
定員／20人
（先着順）
☎841-4131
（内線226）
対象／高校生以上
FAX811-4901
申 直接来館か電話で へ

②スポーツ安全講習会
（姿勢・怪我の予防）

講 座

日時／平成30年1月27日㊏
15：15〜16：45
①お話と絵本の時間
場所／東灘体育館
日程／12月3・10・17・24日㊐
対象／20人
（先着順）
時間（対象）／11：05〜（4歳以上）、 申 直接来館か電話で12月20日㊌
11：30〜
（小学生以上）
から へ
問 東灘体育館
②えほんの時間
日時／12月3・10・17・24日㊐
☎452-9279 FAX452-9280
10：50〜11：00

東灘図書館の催し

無料 申込不要

③親子で楽しむ絵本の会

日時／12月9・23日㊏㊗
10：30・11：00（入替制）
対象／親子(0歳〜小学校低学年)

④おひざのうえのおはなし会

お知らせ

区役所年末特別窓口の
お知らせ

区役所では年末に証明発行窓口を開
ぜひ、
ご利用ください
日時／12月27日㊌10：30〜11：00、 設しています。

住吉川 堆積土砂撤去工事
のお知らせ

新落合橋から下流に向け、川の土砂
を撤去します。工事中は「住吉川清
流の道」の利用ができない場合が
ありますので、
ご注意ください
工事予定期間／12月〜1月頃
問 県神戸土木事務所河川課
☎737-2170 FAX735-1362

平成29年度分
確定申告書作成会場の開設
について
日時／平成30年2月16日㊎〜3月
15日㊍9：00〜16：00
※混雑状況により早めに受付を終
了する場合があります
場所／ラポルテ本館ラポルテホール
（芦屋市船戸町4-1・305号）
※芦屋税務署内に申告書作成会場
はありません
問 芦屋税務署 ☎0797-31-2131

相談
税務相談
（税理士）無料 要予約

日時／12月13日㊌13：00〜16：00
場所／区役所3階33会議室
定員／6人
予約／9：00〜21：00
（当日11：00まで）
問 市総合コールセンター
☎333-3330
FAX333-3314

法律相談 無料 要予約

日時／12月5・12・19・26日㊋
12：00〜15：00
場所／区役所4階相談室
定員／20人（弁護士相談7人）
予約／前週水曜から 9：00〜21：
00
（当日14：00まで）
問 市総合コールセンター
☎333-3330
FAX333-3314

行政相談 無料

日時／12月18日㊊
13：00〜15：30
場所／区役所4階相談室
問 区まちづくり課
☎841-4131（内線222）
FAX811-4901

区社会福祉協議会
での相談

無料

心配ごと相談

日時／12月13・27日㊌
13：30〜15：30

成年後見利用手続き相談
日時／12月15日㊎
13：30〜15：30
問 区社会福祉協議会
（区役所5階55番）
☎841-4131(内線419)
FAX841-7999

