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第4回北神区民センター総合美術展
（無料）
 日時 8月1日（水）～22日（水）
 場所 北神区民センター
　　 （1F・2F・3Fギャラリー）
 　問 北神区民センター
　　　☎987-3400 Ⓕ987-3444

第35回道場町納涼盆踊りの夕べ
 日時 8月5日（日）17：00～21：15
 場所 農村環境改善センター
 　問 道場連絡所  
        ☎985-2381 Ⓕ984-2010

夏休みイベント「ありま宇宙博」
（プラネタリウム＆サイエンスショー）
 日時 8月10日（金）10：00～16：40(各3回）
 場所 北神区民センター ありまホール
 料金 （前売）大人500円、3歳～高校生300円
 　問 北神区民センター
　　  ☎987-3400 Ⓕ987-3444

北区まちづくりシンポジウム（無料）
「地域が主体となったまちづくり」をテーマに
事例発表やパネルディスカッションを通して
これからの北区を一緒に考えてみませんか。
 日時 9月2日（日）14：00～16：00
　　　（13：30開場）
 場所 北区民センター すずらんホール
 主催 北区民まちづくり会議
 　申 ①住所②氏名③年齢④電話番号を☎
　  　かⒻで問まで。400名（先着順）
　　　8月7日（火）～24日（金）必着
 　問 市イベント案内・申込センター
　　  ☎333-3372 Ⓕ333-3314

北区役所は９月25日(火)に神戸電鉄鈴蘭台駅前の再開発ビル４～７階に移転します。
※詳細については、広報紙きた９月号でご紹介します

北区の魅力を魅力発信カード（HPよりダウンロード）に記入し、写真を撮って送ってくださ
い。お送りいただいた写真の中から一番多かった北区の魅力をモザイクアート（写真を組み
合わせた1枚のアート）として発表します。ぜひご応募ください。（応募締切は8月20日（月））
 応募方法 については 　　　　　       
 　　　 問 区まちづくり推進課 ☎593-1111 Ⓕ593-1166

新住所 〒651-1195 鈴蘭台北町１丁目９番１号（３階部分で神戸電鉄「鈴蘭台」駅に直結）
※代表番号、郵便番号は変更ありません

地域に密着した交通手段の確保に向けて、住
民が主体となり検討を進めてきた 「有馬温泉
コミュニティバス」の試験運行を開始します。
（８月５日～３ヵ月程度）
本格運行の実現に向けて、日常の買物や通
院・観光等にぜひご活用ください。

７階　総務課、まちづくり推進課、まちづくり支援課
６階　健康福祉課・北保健センター、こども家庭支援課
　　　生活支援課、北区社会福祉協議会、ワークサポートきた
５階　北市税事務所、北衛生監視事務所、
　　  健診・教室スペース
４階　市民課、保険年金医療課、会計

第２回市民セミナー（無料）
 内容 認知症の正しい理解
 日時 ９月12日（水）14：00～15：30
 場所 県立ひょうごこころの医療センター
　　　ひかりの森ホール
 　申  ☎かⒻにて問まで。定員100名
 　問 県立ひょうごこころの医療センター
　　  ☎581-1013 Ⓕ581-1005

八多町盆踊り大会
 日時 8月16日（木）18：00～21：00
 場所 八多町公園（田園コミュニティーパーク）
 　問 八多連絡所
　　  ☎982-0002 Ⓕ984-2008

神戸市合併60周年記念事業
「淡河町民ふるさとまつり2018」
 日時 8月19日（日）16：00～20：30
 場所 淡河町公園
 　問 淡河連絡所
　　  ☎959-0131 Ⓕ950-5000

きっずサイエンス教室（無料）
●人工いくらをつくろう
 日時 8月23日（木）14：00～16：00
 場所 しあわせの村 研修館大会議室
 対象 小学生以上の親子25組（先着順）
 　申 ☎またはⒻで住所・氏名・電話番号を問
　　  まで。8月10日（金）締切
 　問 北衛生監視事務所
　　  ☎593-3250 Ⓕ593-2880

八多町バス（はたっこバス）に乗って
ハーバリウム体験
 日時 ８月23日（木）13：50～15：20
 場所 岡場駅バスターミナル④13:25発に乗
        車して八多ふれあいセンター下車
 料金 1,000円（材料費込）現地徴収
 　申  ☎にて問まで。30名（先着順）
 　問 八多連絡所
　　  ☎982-0002 Ⓕ984-2008

小中高生の
サマータイムコンサート（無料）
 日時 8月25日（土）13：30～
 場所 北区民センター すずらんホール
 　問 北区民センター  
        ☎593-1150 Ⓕ593-0014

第7回シャンソン・ダムール（無料）
 日時 8月26日（日）14：00開演
 場所 北神区民センター ありまホール
 　問 北神区民センター
        ☎987-3400 Ⓕ987-3444
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　　　　　記号の見方
◯は…はがき　○往…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○直　…直接　□申　…申し込み
□問　…問い合わせ　Ⓗ… 神戸市北区  　検索

　

今、目の前で大切な人が倒れたら？
あなたにもできる！心肺蘇生法
 日時 9月16日（日）10：00～13：00
 場所 北消防署 4階研修室
 持物 マウスピース代500円と82円切手1枚
 　申  8月8日（水）から問まで先着20人
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

区内のスポーツ大会
①北区卓球大会
 日時 ９月１日（土）9：30～（受付9：00）
 場所 北区民センター４階競技場
 料金 ５００円（当日徴収）
 区分  一般・５０歳代・６０歳代・７０歳代の男女
　　 （個人戦）
 対象 北区に在住・在勤・在学（小学生のみ） 
       の方　
 　申 8月10日（金）までに〇往、Eメールまたは 
       Ⓕに参加者の住所・氏名・年齢・性別・
       電話番号・出場別を記入して問まで。
②北区民ふれあいグラウンド・ゴルフ大会
 日時 ９月1５日（土）１０：００～（受付９：３０）
 場所 しあわせの村 運動広場
 資格  ６人による団体申込、もしくは個人申
　　　込のみ。 
 定員 先着４８チーム（288名）まで
 料金 １チーム３,６００円、個人参加６００円（当
　　  日徴収）
 　申 8月16日（木）までに申込書を問までⒻ
        ※受付後の最終案内は行いません
 　問　　区まちづくり支援課
       ☎593-1111 Ⓕ593-1166
        　kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp
        ※申込書ダウンロードは
        　

神戸市認知症サポーター養成講座(無料）
 日時 9月3日（月）14：30～16：00
　　 （受付14：00）
 場所 北区民センター 多目的ホール
 定員 50人（先着順）
 　申  8月27日（月）までに問まで
 　問　　こうべ認知症生活相談センター
       ☎271-5081 Ⓕ271-5366

神戸市北区 鈴蘭台前再開発 検索

北区民グラウンド・ゴルフ大会 検索
北区卓球大会 検索

精霊送りのお知らせ

北区役所は9月25日（火）に鈴蘭台駅前に移転します

有馬温泉コミュニティバス
「ゆけむりバス」試験運行を開始します。

北区の魅力を発信するアートを制作中です

 日時 8月15日（水）16：00～20：00（小雨決行）
 場所 上記2カ所。会場付近は混雑しますので、なるべく電車・バスをご利用ください。
　　  （駅および周辺道路は全面駐車禁止です）実施団体：北区連合婦人会
 　問 市イベント案内・申込センター ☎333-3372 Ⓕ333-3314

 問 区総務課 ☎593-1111 Ⓕ593-6232

家庭で供え終わったお盆の花や菓子など、供物を受け付けます。

※当日12：00より雨天開催情報を問い合わせにて音声案内します

   料金  一回200円 ※乳児（小学生未満）は無料
 ダイヤ  平日8：00発から15：30発までの12便
　　　 土日祝9：00発から16：30発までの12便
            ※神鉄有馬温泉駅前の発車時間
      問  北神支所まちづくり課 
          ☎981-3505 Ⓕ981-3506 ※変更となる場合があります


