2017 年 5 月 1 日
＊編集･発行＊ 灘区役所まちづくり課
灘区桜口町４－２－１
ＴＥＬ 843-7001(代)

いろんな行事がもりだくさん！

掲載している行事は 4 月現在の
予定ですので、変更される場合も
あります。
詳細は上記までお問合せください。

５月
【高羽】11 日(木)9:30～11:30
【岩屋】11 日(木),25 日(木)10:00～12:00
【鶴甲】23 日(火)10:00～11:30
【新在家】23 日(火)13:30～15:30
【西郷】10 日(水)13:30～15:30

小学生も校区内のイベントに参加できます♪

【高羽】18 日(木)13:30～
【六甲】13 日(土)14:00～

【高羽】12 日(金),19 日(金),26 日(金)12:30～15:30
【西郷】18 日(木),25 日(木) 10:00～12:00
(ハーモニー)
12 日(金),26 日(金) 13:30～15:30
(カナリア)
【王子】22 日(月)13:00～15:00

(囲碁･将棋ふれあいサロン)

17 日(水)13:30～15:30
【王子】27 日(土)13:00～15:30
【篠原】16 日(火)10:00～11:30
【成徳】8 日(月)9:30～11:00
【摩耶】14 日(日)10:00～12:00
【なぎさ】9 日(火),23 日(火)10:00～12:00
【六甲】14 日(日)10:00～12:00

（来場歓迎

〈開催場所は･･･〉
【摩耶】5 月はなし

【高羽】子育てサークル…15 日(月)10:00～11:30
つくしんぼの会…25 日(木)13:30～15:00
【岩屋】子育てサークル…9 日(火),23 日(火)10:30～11:30

各地域福祉
センターです。

【篠原】輪投げ…1 日(月)13:30～

ダーツ…15 日(月)13:30～
囲碁ボール練習…8 日(月)13:30～
【成徳】★ふれあい健康麻雀…11 日(木),25 日(木)13：30～16：30
★さわやか太極拳…10 日(水),24 日(水)10:30～11:30
★手話教室…18 日(木)10:00～12:00
さをり織教室…11 日(木),25 日(木)13:00～15:00
★子育てサークル…12 日(金),26 日(金)10:00～12:00
【新在家】◎コーラスのつどい…5 日(金・祝),19 日(金)13:30～15:30
★折紙教室…1 日(月)10:00～12:00
◎健康体操…16 日(火)14:00～
【摩耶】子育てサークル…1 日(月)10:00～11:30
ヨガ…6 日(土),20 日(土),27 日（土）14:00～
★ふれまちコーラス…15 日(月)10:00～12:00
【西郷】健康音楽体操…1 日(月),15 日(月)14:00～15:30
◎パソコン教室…10 日(水)10:00～12:00
手話教室…17 日(水)10:00～11:30
◎着付け教室…29 日(月)10:00～12:00
健 康 マ ー ジ ャ ン … 6 日 (土 ),13 日 (土 ),20 日 (土 )13:30～ 16:00 【なぎさ】★子育てサークル…12 日(金),26 日(金)10:30～11:45
子育てサロン…19 日(金)10:30～11:30
★書道教室…10 日(水),24 日(水)13:30～15:00
フラダンス教室…25 日(木)13:30～15:30
【灘】３Ｂ体操…10 日(水),24 日(水)10:00～11:30
【王子】唱歌の会…9 日(火)13:30～15:00
【六甲】★囲碁ボール…8 日(月),22 日(月)10:00～12:00
子育てサークル…12 日(金)10:00～12:00
◎ふれあいｺｰﾗｽ教室…9日 ( 火 ) , 2 3 日 ( 火 ) 1 0 : 0 0 ～ 1 1 : 3 0
★ふれあい絵画教室…1 日(月),15 日(月)9:30～11:30

※ ★印…見学・体験可。◎印…要申込のもの。(無印は来場歓迎)

日付

時

間

行

事

名

2 日(火)
11:00～なくなり次第終了 ハピータウン KOBE ｢カレーの会｣
6 日(土)･20 日(土)・
14:00～16:00 神大喫茶
27 日(土)
14 日（日）
18 日(木)
20 日（土）
20 日（土）
22 日(月)
28 日(日)
28 日（日）
2 日(火)
6 日(土)･20 日(土)・
27 日(土)

場

所

考

なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ

来場歓迎

なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ

来場歓迎

王子公園駅南
～六甲道南公園
13:30～15:45 ぐんぐんキッズ(※対象:2 歳以上の未就園児)
区役所 5F 健康教育室
11:00～20:00 第 47 回六甲ファミリーまつり
王子競技場前駐車場
11:00～16:00 摩耶山リュックサックマーケット※食品出店は 3 週間前までに要申込 摩耶山掬星台
10:00～11:30 あおぞら保育(赤ちゃんから参加できます) ※雨天中止
西灘公園
摩耶古道ウォーク
10:30～
摩耶山
10:00～14:00 鶴甲パークフェスティバル
鶴甲北公園
11:00～なくなり次第終了 ハピータウン KOBE ｢カレーの会｣
なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ
11:00～17:00 灘のだんじりまつり

14:00～16:00 神大喫茶

備

なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ

来場歓迎
来場歓迎
来場歓迎
来場歓迎
来場歓迎
要申込
来場歓迎
来場歓迎
来場歓迎

６月
【高羽】1 日(木)9:30～11:30
【岩屋】1 日(木),8 日(木),22 日（木）10:00～12:00

【鶴甲】27 日(火)10:00～11:30
【新在家】27 日(火)13:30～15:00
【西郷】7 日(水)13:30～15:30

【高羽】29 日(木)13:30～
【六甲】10 日(土)14:00～
11 日(日)10：00～
(ふれあい映画音楽会)

(囲碁･将棋ふれあいサロン)

21 日(水)13:30～15:30
【王子】24 日(土)13:00～15:30
【篠原】20 日(火)10:00～11:30
【成徳】12 日(月)9:30～11:00
【摩耶】18 日(日)10:00～12:00
【な ぎ さ】13 日(火),27 日(火)10:00～12:00
【六甲】11 日(日)10:00～12:00

【高羽】2(金),9 日(金),16 日(金),
23 日(金) ,30 日(金)12:30～15:30

【西郷】1 日(木),15 日(木) 10:00～11:30
(ハーモニー)
9 日(金),23 日(金) 13:30～15:30
(カナリア)
【王子】26 日(月)13:00～15:00

〈開催場所は･･･〉
各地域福祉
センターです。

【高羽】つくしんぼの会…22 日(木)13:30～15:00
【岩屋】さをり織り教室…8 日(木),22 日(木)13:00～15:00

【成徳】★子育てサークル…9 日(金),23 日(金)10:00～12:00

子育てサークル…13 日(火),27 日(火)10:30～11:30
★さわやか太極拳…14 日(水),28 日(水)10:30～11:30
【新在家】◎ヨガ教室…3 日(土),10(土)，24(土)14:00～15:30
★ｺｰﾗｽ発表会…2 日(金)13:30～15:00 ◎ｺｰﾗｽ…16 日(金)13:30～15:00

★手話教室…15 日(木)10:00～12:00★折紙教室…5 日(月)10:00～12:00

【王子】
れ 子育てｻｰｸﾙ…2 日(金)10:00～12:00 唱歌の会…13 日(火)13:30～15:00
【篠原】輪投げ…5 日(月)13:30～ 囲碁ボール練習…12 日(月)13:30～ ダーツ練習…19 日(月)13:30～

★囲碁ボール…12 日(月)，26 日(月)10:00～12:00
◎ふれあいｺｰﾗｽ教室…13 日(火)，27 日(火)10:00～11:30

★ふれあい健康麻雀…8 日(木),22 日(木)13：30～16：30

【摩耶】子育てサークル…5 日(月)10:00～11:30

◎着付け教室…12 日(月),19 日(月)10：00～12：00
★ふれまちｺｰﾗｽ…19 日(月)10：00～12：00
〈開催場所は･･･〉
◎おりがみ教室…1 日(木)13:30～15:00◎健康体操会…6 日(火)，20 日(火)14:00～15:30
◎ﾊﾟｿｺﾝ教室…毎週水曜日 10：00～12：00
各地域福祉
【西郷】健康音楽体操…5 日(月),19 日(月)14:00～15:30
【なぎさ】★子育てサークル…9
日(金)，23 日(金)10:30～11:45
手話教室…7 日(水),21 日(水)10:00～11:30
★書道教室…14 日(水)，28
日(水)13:30～15:00
センターです。
健康マージャン…3 日(土),10 日(土),17 日(土）,24 日(土) 13:30～16:00 【灘】３Ｂ体操…14 日(水),28 日(水)10：00～11：30
子育てサロン…16 日(金)10:30～11:30 フラダンス教室…22 日(木)13:30～15:30 【六甲】★ふれあい絵画教室…5 日(月)，19 日(月)9:30～11:30

※ ★印…見学・体験可。◎印…要申込のもの。(無印は来場歓迎)
ぜひお越しください！

日付
1 日（木）・15 日（木）
3 日(土)･17 日(土)
24 日(土)
4 日（日）
6 日（火）
6 日（火）
9 日（金）・13 日（火）

時 間
13:30～15:45

行 事 名
ぐんぐんキッズ(※対象:2 歳～就園前)

場 所
区役所 5F 健康教育室

備 考
来場歓迎

14:00～16:00

神大喫茶

なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ

来場歓迎

六甲山グルーム祭
六甲山防災フェア

六甲山記念碑台
六甲山ホテルトップガーデン

カレーの会

なぎさ地域福祉ｾﾝﾀｰ

来場歓迎

第 127 回灘区家庭バレーボールリーグ大会

王子スポーツセンター

要申込

出前おやこ館

（13 日）親和女子高校多目的
室・（21 日）なぎさ地域福祉セ
ンター・（27 日）岩屋青年会館

第 72 回灘区レディースバドミントンリーグ大会

王子スポーツセンター

11:30～（予定）
13：00～15：00
11：00～
なくなり次第終了
9：00～

13 日（火）・21 日（水）
27 日（火）

10：00～12：00

15 日（木）

9：00～

23 日（金）

13：00～14：30

河川の見守り活動検証訓練

25 日（日）
25 日（日）
26 日(月)

9：00～
10：00～12：00
10:00～11:30

第 172 回灘区卓球リーグ大会
市民救命士講習会普通救命コースⅠ（AED 取扱い含む）
あおぞら保育（雨天中止）

都賀川及び高羽川の親水施
設周辺
王子スポーツセンター
摩耶地域福祉センター
西灘公園

見学可
見学可

来場歓迎
要申込
見学可
要申込
要申込
来場歓迎

《編集後記》
皆様の身近にある情報で「なだ★イベントカレンダー」に掲
載したい行事等があれば、下記までおたより下さい。 ご意
見・ご感想もお待ちしてます！
〒657-8570 （※住所記載不要）
灘区役所まちづくり課内「なだ★ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ」係まで
(電子メール) nadaku@office.city.kobe.lg.jp

桜の花も散り、若葉萌える季節になってきました。
5 月は 14 日(日)に、
「灘のだんじり祭り」
、
また、２０日(土)に「六甲ファミリーまつり」、２１日(日)
には「神戸まつり」と、イベント盛りだく
さんの日々が続きます。
暑くなってきますので、ご参加の際、
熱中症には十分にご注意ください。

