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東 区
広報紙

Community Communication

ひがしなだスイーツめぐり
参加店募集
この秋も区内のスイーツ店をめぐる、
「ひがしな
だスイーツめぐり」を開催します。参加されるスイ
ーツ店を募集しますので、ぜひご応募ください。
開催期間 10月19日㊏〜11月24日㊐

東部市場の料理教室

6月の

場所 東部市場
（深江浜町1-1）
料金 1,500円
（材料費含む）

情報ひろば
往 往復はがき ☎ 電話 Ⓕ FAX
はがき ○
電子メール
問い合わせ Ⓗ 東 区 ｜検索
Ⓦ web申し込み KOBE TODAY｜検索

イベ ント
区民ソフトテニス大会
（市総体予選）
日時 7月6日㊏9：00〜

場所 住吉公園テニスコート

対象 区内在住・在勤・在学か区内のテニス

クラブ・サークルに在籍の高校生以
上のペア
料金 1組2,000円
（申し込み時要）
申込 6月21日㊎までに直接 へ
問 区体育協会
（区まちづくり課内）
☎841-4131
（内線226）Ⓕ811-4901

七夕コンサート

神戸音楽家協会によるコンサート
日時 7月7日㊏14：00〜
場所 区民センター
料金 2,000円
定員 650人
問 区民センター
☎822-8333 Ⓕ822-8181

講

座

区民健康講座

食べる楽しみを優しく守りたい
〜どんな病気？口腔機能の発達
不全症と低下症
日時 6月14日㊎13：30〜15：00

場所 区歯科医師会館3階
（御影中町4-1-8）
※エレベーターはありません
定員 120人
（当日先着順）
たつの

こういち

講師 区歯科医師会 龍野 耕一さん

東灘区 区民健康講座 検索
問 市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314
詳細

くすりと健康セミナー
「漢方薬の使い方〜自分に合った
漢方薬を知りましょう」
日時 6月29日㊏14：00〜16：15

場所 神戸薬科大学地域連携サテライト

センター
（住吉宮町3-9-29）
定員 80人
（先着順）
申込 Ⓕか に氏名・年齢・住所・電話番号
を記入し6月8日㊏〜21日㊎までに へ
問 神戸薬科大学 企画・広報課
☎441-7505 Ⓕ414-8081
kikaku@kobepharma-u.ac.jp

定員 24人
（抽選）

にイベント名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、①は6月11日㊋、
②は6月20日㊍までに東部 市場
（〒658-0023深江浜町1-1）
へ
①「ヘルシースペイン料理」
日時 6月25日㊋10：00〜13：00
②「パン教室」
日時 7月4日㊍10：00〜13：30
問 市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314
申込

「ボランティアミニ講座」
〜はじめてのボランティア

ボランティア活動を始めたい方に、活動の心
構えや活動先を紹介する講座です。
日時 6月24日㊊13：30〜1時間程度
場所 区役所5階ボランティアルーム
定員 5人程度
（先着順）
申込 ☎か に住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・
希望する活動
（あれば）を記入し へ
問 区ボランティアセンター
〒658-8570
（住所不要）
☎841-6941 Ⓕ841-7999
mail@higashinada-syakyo.or.jp

東

体育館の講座

場所 東

体育館体育室
申込 直接か に氏名・生年月日・住所・性別・電話
番号・保護者名・希望の講座を記入し6月20
日㊍〜7月4日㊍（消印有効）までに へ
料金 2,600円
（全4回）
①はじめての幼児ダンス教室
日時 7月23日㊋〜26日㊎
9：00〜9：45、9：55〜10：40
定員 各25人
（抽選）
対象 年小・年中・年長
②のびのび体操ⒶⒷ
日時 8月6日㊋〜8月9日㊎
Ⓐ9：50〜11：00、
Ⓑ11：20〜12：30
定員 各24人
（抽選）
対象 Ⓐ年中・年長、
Ⓑ小学1〜3年生
問 東 体育館
（魚崎南町6-5-11）
☎452-9279 Ⓕ452-9280

住之江公民館あじさいセミナー
イッショニ♪」
日時 6月30日㊐13：30〜15：30

場所 住之江公民館別館第4会議室
定員 80人
（先着順）

申込 6月8日㊏から直接

へ

問 住之江公民館
（住吉宮町2-2-3）

☎822-1300 Ⓕ822-7037

東灘次世代医療人材育成
コンソーシアム 市民公開講座

テーマ 終活の多様性と死との向き合い方

を考えよう
日時 7月6日㊏13:30〜16:30

対象 区内のスイーツ店で、
バスチケット特典の提

供などに協力いただける店舗

申込 申込用紙に記入のうえ、
6月14日㊎までにⒻ

または直接 へ

※参加条件などの詳細・申込用紙は区ホームページをご覧ください

問 ひがしなだスイーツめぐり実行委員会事務局

（区まちづくり課内）
☎841‒4131
（内線225）Ⓕ811‒4901

ホームページはこちら→

ハチの対処方法

アシナガバチ・スズメバチの働きバチは6月ごろから羽化し始め
ます。ハチの種類の見分け方や巣の駆除方法はハチ相談ダイヤル
（ 0120-947-988平日8：45〜17：30）へご相談ください。
問 東部衛生監視事務所 ☎232-4651

Ⓕ232-4657

その余裕ちょっと待った！交通安全確認を

少しこころに余裕ができ始める6月。毎年交通事故件数が多くなっています。
事故にあわない、おこさないために交通マナーを守りましょう！

【ドライバーは】
・わき見や携帯電話を使用せず、前方左右を注視
・制限速度を守る（特に、長い直線道路は速度が出
やすいため注意）
【歩行者は】
・夕暮れ以降は、明るい色の服装・反射材を身に付ける
・横断歩道を利用、斜め横断をしない
・車が近づいている場合、無理に横断せず車の通過を待つ
場所 甲南大学 甲友会館

予約 前週水曜から

申込 Ⓕか

申込 ①は☎で

定員 250人
（先着順）

に住所・氏名・年齢・電話番号を記
入し、6月10日㊊〜28日㊎までに へ
con-jimu@kohnan.or.jp
問 一般財団法人 甲南会
☎854-4072 Ⓕ854-4142

お 知らせ
共同募金運動
（期間拡大）
へのお礼

1〜3月に実施された期間拡大募金にご協力
いただき、
ありがとうございました。お寄せい
ただいた募金は、区民の子どもを応援する事
業に活用されます。
募金額 91,626円
問 区共同募金委員会（区社会福祉協議会内）
☎841-4131
（内線413）Ⓕ841-7999

相

談

区役所での無料相談
①税務相談（税理士）

日時 毎月第2水曜13：00〜16：00
場所 区役所3階33会議室
定員 6人(要予約)

予約 9 00〜21 00
（当日11 00まで）

②法律相談

日時 毎週火曜12 00〜15 00
（祝休日除く）
場所 区役所4階相談室

定員 20人
（弁護士7人（
）要予約）

9 00〜21 00
（当日14 00まで）
へ。
②は☎で かⓦで→
問 市総合コールセンター
☎333-3330 Ⓕ333-3314

行政相談

日時 6月17日㊊13：00〜15：30
場所 区役所4階相談室

問 市総合コールセンター

☎333-3330 Ⓕ333-3314

区社会福祉協議会での
無料相談
①心配ごと相談

日時 毎月第2・4水曜13 30〜15 30

②成年後見利用手続き相談
日時 毎月第2・4金曜13 30〜15 30
問 区社会福祉協議会5階55番

☎841-4131(内線419) Ⓕ841-7999

税理士による税金相談会

所得
（譲渡）
税、相続
（贈与）
税、法人税、消費税な
どの相談
日時 6〜7月の第1・3火曜、
8〜9月の第1火曜、10月の第2火曜
10：00〜12：00、13：00〜16：00
場所 芦屋納税協会
（芦屋市業平町6-19）
料金 1,000円
申込 ☎で へ
問 芦屋納税協会
☎0797-31-5318 Ⓕ0797-22-3079

