│

西区区民広報紙

令和元（2019）年8月号

神戸ウエストンに暑中見舞い・残暑見舞いを送ろう！
ここからは西区民版です▶

神戸ウエストンから返事が届きま
す。さらに抽選でオリジナルグッ
ズをプレゼント！
（９月末ごろ発送
予定）
はがきに氏名、住所、年齢な
どを記入の上、
「西区役所ま
ちづくり課 神戸ウエストン」係
（〒651-2195 神戸市西区
玉津町小山180-3）へ
市イベント案内・申込センター
☎333-3372
FAX333-3314

精霊送りのお知らせ

ボクのことを知り
た い 人 は 、区 の
ホームページを見
てね！みんなのお
便り待ってるよ！
神戸ウエストン

※西神オリエンタルホテル前から往復無料送迎バスが出ます

ビンゴゲーム、盆踊り、模擬店など 主催 西区連合婦人会
区あじさい講座事務室（日曜・月曜休み）☎991-8325 FAX991-8001

玉津第一小学校児童による
北海道胆振東部地震災害義援金活動

小雨決行

で雨天開催情報を音声案内

市イベント案内・申込センター
☎333-3372
FAX333-3314

集

臨時駐車場
ガソリン
スタンド

高塚公園
湯谷池

受付場所

西神工業会館

平安祭典

※車で来場する場合は
に沿って進んでください

西神中央駅

西神
オリエンタル
ホテル

ゆ り あ げ

日時

場所

西体育館（春日台5-436）
☎961-1381 FAX961-1382

玉津南公民館サマースクール

貸農園新規利用者募集（半年間）

バレーボールを体験しよう 無 料
８月７日㊌10：00～12：00
小学1〜4年生
40人
電 話で申し込み状況を確認の上、
直接来館またはFAXで へ
玉津南公民館
☎914-4300 FAX914-8277

西区で野菜作りを楽しめます。詳細は
市観光園芸協会のホームページをご
覧ください

西体育館の催し
夏季集中 文化・スポーツ講座
🅐ち
 ぎり絵
～和紙の温もりを感じよう～
８月19日㊊10：00～12：00
小学４～６年生
10人
800円（教材費）
🅑 世界で一つの
エコマイバッグづくり
８月20日㊋10：00～12：00
親子
15組
200円（教材費）
🅒 リズムなわとび体操 無 料
８月21日㊌10：00～11：30
小学生
30人
持ち物 短なわ、上靴
🅓 書道火曜教室（随時受付中）
火曜※9月から月3回
①１７：３０～②１８：３０～
小中学生 ①２人②４人
２，
７８０円（月３回）
直接来館または電話で へ

玉津第一小学校の児童の皆さ
んが、昨年9月に発生した北海道
胆振東部地震による被災者の皆
さんを支援するために校内で募
金活動を行い、集まった義援金を
区役所に届けました。子どもたち
の活動に対し、西区社会福祉協
議会から感謝状を贈呈しました。
また、東日本大震災についても継続した学習が行われており、
「神戸
から支援の気持ちを伝えたい」と148人の児童が書いた手紙は、5月末
に宮城県名取市の閖上小中学校に届けられました。

N

区からのお知らせ
募

区民と留学生・大学生の交流を
深めます。留学生と大学生には
無料の浴衣レンタルと着付けあり
（要申し込み）。
8月24日㊏16：30～20：30
（小雨決行）
神戸ワイナリー（農業公園）
内容

8月15日㊍16：00～20：00
高塚公園（西神工業会館隣）
交 地下鉄「西神中央」駅から市バ
スまたは神姫バスで「西神工業
会館前」下車。車の場合は臨時
駐車場を利用してください
※当日12：00～
します

国際交流の夕べ「なでしこの盆」 入場料・駐車場無料

神戸市観光園芸協会

8月1日㊍～14日㊌に電話、FAX
またはメールで市観光園芸協会
☎961-2650 FAX961-2641
kanko@jarokko.or.jpへ
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

県立神戸高等技術専門学院学院生
募集（10月開講分） 無 料
 8歳以上の求職者（新規学卒者
1
を除く）
コース 福祉調理
募集期間 8月1日㊍～30日㊎
試験日 9月5日㊍
県立神戸高等技術専門学院募集担当
☎794-6630 FAX794-6637
イベント

イベント

西区民センターの催し
🅐 なでしこ月曜シネマ「体操しようよ」
声の出演 草刈正雄、木村文乃他
8月12日㊊㊡①10：00～②14：00～
前売券800円（講座受講生・友の会
700円）、当日券1,000円（4歳～
中学生500円）
🅑 第５回二人会in西神（ふたり寄席）
おなじみ月亭方正と地元出身の桂あ
おばのふたり寄席

内容

対象

定員

料金

8月4日㊐開演14：00（開場13：30）
月亭方正、桂あおば他
前 売券2,000円（講座受講生・友
の会1,800円）、当日券2,500円
🅒 第５回神戸の農村歌舞伎 無 料
地元ならではの伝統芸能と子役の演
技、講演会をお楽しみください
出演 神戸農村歌舞伎保存会
講演 写真家・生田 浩さん
9月15日㊐開演13：00（開場12：30）
先着450人
開 催日までに直接窓口または電話
で へ
西区民センター
☎991-8321 FAX991-8324
出演

西図書館の催し
❶ おはなし会 無 料 申込不要
絵本の読み聞かせや手遊びをします
8月4・11・18日㊐10：45～11：15
西図書館絵本コーナー
幼児～小学生（保護者同伴可）
❷ 手づくり会 無 料  
「ゴムのちからで はしれエコカー」
トイレットペーパーの芯などを再利用
したミニカー作り
8月25日㊐10：30～12：00
西図書館絵本コーナー
幼児～小学生（未就学児は保護者
同伴） 先着15人
8月10日㊏から直接来館または電
話で へ
西図書館
☎991-8311 FAX992-2583
街頭行政相談を行います
無

料

予約不要

国などの行政に対する意見・要望に

広告

申し込み

問い合わせ  

西区役所 ☎929-0001（代表）

ついて、行政相談委員が公平・中立
な立場から相談を受け付けます
8月14日㊌13：00～16：00
プレンティ一番館１階センターコート
（地下鉄「西神中央」駅すぐ）
行政相談委員の表彰
行 政 相 談 活 動に尽
力 され た 功 績 によ
り、 河 合 英 也さん
が兵 庫 行 政 評 価 事
務所長感謝状を受賞されました。
おめでとうございます。
 務省兵庫行政評価事務所行政
総
相談課
☎331-9096 FAX333-7919
ユース西夏まつり 申込不要
ゲーム・体験コーナー、摸擬店あり
（一部有料）
8月17日㊏11：00～15：00
西区民センター２階なでしこホール
小・中・高校生
ユースステーション西
☎・FAX997-0868
ヘルシーウォーキング登録歩数確認会
無

料

申込不要

登録でウォーキング手帳を、100万歩
達成ごとに記念バッジを進呈します。
管理栄養士による栄養相談、保健師
による健康相談もあります
8月23日㊎13：45～15：00
地域医療ホール（糀台５-１-３）
区 内在住・在勤の人（万歩計は各
自で用意）
西保健センター
区 内線303、304 FAX929-1690

電子メール           

フォークダンス教室 申込不要
初めての人歓迎
8月24日㊏13：00～14：50
西体育館体育室
200円
持ち物 上履き
主催 区体育協会（区まちづくり課内）
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
夏休みこどもコンサート「くまとやま
ねこ」〜音楽で紡ぐ絵本の世界～
8月25日㊐11：00開演・14：00開演
西区民センター２階なでしこホール
プログラム 音楽絵本「くまとやまねこ」、
ルロイ・アンダーソン特集
出演 神戸市室内管弦楽団
大 人800円（当日1,000円）、小
学生以下400円（当日500円）
※３歳以下はひざ上に限り無料
（公財）神戸市民文化振興財団
☎361-7241 FAX 361-7182
お詫びと訂正
7月号の記事に、下記の誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
【神戸西オープンバドミントン大会】
誤 無 料
正
1人1,400円
西区体育館
誤
西体育館
正

善意銀行

6月預託者（敬称略）

・さくらボランティア
区社会福祉協議会

区

内線297

