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催　し 募　集
すずらんホールコンサートVol.55
 内容 プロ演奏家による声楽・ピアノ・ヴァイオ
　　 リンのクラシックコンサート
 日時 11月4日（日）14：00～
 場所 北区民センター すずらんホール
 料金 大人1,500円、中・高等学生1,000円、小
　 　 学生以下（5歳以上）500円(※4歳以下は
         ご入場できません)
 　問 北区民センター ☎593-1150

神戸北地域安全住民大会
 内容 神戸北警察署警察官表彰
　　 講演「悪徳商法の注意喚起」
       　　兵庫県警本部生活経済課
 日時 11月26日（月）14：00～
 場所 北区民センター すずらんホール（多目的
　　  ホール）
 　問 神戸北防犯協会 ☎592-3231(代)

第32回北神金曜シネマ
 内容 「鍵泥棒のメソッド」の上映
       （出演：堺雅人、香川照之）
 日時 11月9日（金）①10：30～ ②13：30～
 場所  北神区民センター ありまホール
 料金  大人前売800円（電話予約可）、当日1,000円
         友の会、講座受講生前売700円
 定員 各回300名
 　問 北神区民センター 
           ☎987-3400 Ⓕ987-3444

すずらん音楽フェスティバル2018
 内容 来場者全員による「歌声喫茶」風ステー ジ
       とアマチュア出演者による「オープンステー
       ジ」の2部構成による参加型コンサート
 日時 11月24日（土）13：30開演
 場所  北区民センター すずらんホール
 料金  500円
 　問 北区民センター ☎593-1150

北区絵画コンクール 作品展
 内容 小学生が見つけた「北区の魅力」をテーマ  
         とした作品展。当日会場では、応募作品を
         全て展示します。
         ①北区絵画コンクール 表彰式
         ②北区青少年を地域で讃える賞 表彰式
         ③絵画コンクール全作品の展示
 日時 12月2日（日）13：00～15：30
 場所  北神区民センター
 　問 市総合コールセンター
         ☎333-3330（受付時間9：00～21：00）

道の駅淡河ふるさとまつり
 日時  11月17日（土）10：00～14：00
 場所  道の駅 淡河
     問 北農業振興センター
         ☎982-2810 Ⓕ982-0479

食！紅葉！音楽！『秋のぐるっと淡河』
～淡河町ゾーンバス運行記念～
 日時  11月10日（土）
 内容  淡河町内全体で、秋の味覚や紅葉を楽
　     しむ収穫祭を開催。町内の各拠点でお
        いしいご飯が食べられたり、紅葉狩りや
       音楽を楽しめるイベントもあります。詳し
       くは、淡河町ホームページまで

     問 淡河の明日を考える会
         http://www.ogo-machiken.com/
         ☎219-3460
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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

　

◆税に関する小学生の書道展
 日時 11月7日（水）～11月15日（木）
 場所 イオンモール神戸北
       （北区上津台8-1-1）
     問 兵庫納税協会 
       ☎577-2066
    兵庫税務署総務課 
       ☎576-5132（直通）

 題名 『私が「障害について」語るなら
        ～差別・偏見のない社会に向けて～』
 講師 佐野 有美(さの あみ)さん（車椅子のアーティスト）
 日時 12月1日（土）14：00～16：00（開場13：30）
 場所 北区民センター すずらんホール
 定員 400名（応募多数の場合は抽選）
     申 住所、氏名、連絡先等を下記問へ。
    　車椅子スペース磁気ループ席希望者は申し込み
        時にお申し出ください。（手話通訳、要約筆記あり）
 締切 11月13日（火）※当選者には
　　  入場整理券をお送りします。
       11月21日（水）発送予定
     問 神戸市イベント案内・申込センター 
       ☎333-3372 Ⓕ333-3314

◆源泉所得税の年末調整説明会
 日時 11月28日（水）
       ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
 場所 神戸文化ホール 大ホール
      （中央区楠町4-2-2）
 対象 兵庫区及び北区の源泉徴収義務者
     問 兵庫税務署法人課税第1部門 
　　  ☎576-1378（直通）
        ※ご来場の際には公共交通機関をご利用ください

おおぞうふれあいエコハイキング
 日時 11月23日（金・祝）※小雨決行
        10：30～（10：00受付開始）
 場所  イオンモール神戸北 1階 
       さざんかコート
 持物 弁当、水筒、雨具、帽子など
 定員 150名（応募者多数の場合は抽選）
 料金 大人300円 子供(小学生以下)100円
 　申  〇往またはⒻで氏名・住所・参加人数・
　　 電話番号を記入し問へ。11月9日（金）
       必着
 　問　〒651-1524 大沢町中大沢1000大沢
　　　連絡所
       ☎954-0301 Ⓕ950-7000
 主催 おおぞうふれあいエコハイキング実行
　　 委員会
 共催 イオンモール㈱、イオンリテール㈱、
　　 JA兵庫六甲大沢支店ふれあい委員会

第3回 大沢ふるさと検定
 日時 12月16日（日）14：00～試験開始
       （13：00受付開始）
 場所  上大沢ふれあい会館
 対象 小学生以上
 出題 マークシートによる択一式、大沢の自
        然、風土、歴史、文化等に関する知識
 料金 大人1,000円 中学生以下500円
       (当日会場で徴収)
 賞品 参加賞 大沢産いちご(１パック)
　　  成績優秀者には別途プレゼントあり
 　申  Ⓕで住所・氏名・性別・生年月日・学年
     (子どもの場合)・電話・FAX番号を記入
      し問へ。11月30日（金）必着
 　問　　大沢ふるさと検定実行委員会
         （〒651-1524  大沢町中大沢1000 大沢 
          連絡所）
       ☎954-0301 Ⓕ950-7000

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 12月16日（日）13：30～16：30
 場所  北神区民センター 和室
 持物 マウスピース代500円と82円切手1枚
 　申   11月8日（木）～（先着20名）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

感覚運動指導者養成講座
（支援者向け講座）参加者募集
 内容  感覚統合理論の基本を学び、プログラムに
　　  活用することで、より良い保育の提供を目 
          指します
 日時  12月14日（金）、1月11日（金）、1月25日（金）
　　　※3回講座
   　　13：00～15：00（25日は15：30）
 場所  有野児童館（有野中町2-20-19）
 対象 保育や支援に関わっている方
　　  （定員20名）
 　申   問へ〇直、または☎。11月30日（金）締切
 　問　　有野児童館 ☎987-2010

北区絵画コンクール 検索

今年のテーマは「くらしを支える税」です。「国税庁の取組」や「税に関する情報」につい
ては国税庁のホームページで紹介しておりますので、この機会に是非ご覧ください

市民相談（行政書士）(要予約・無料）
自筆による遺言書・遺産分割協議書作成
に関する相談を11月より開始します。
場 所
日 時
定 員

場 所
日 時
定 員

区役所7階
第1木曜日13：00～16：00
6名

申 市総合コールセンター
　  ☎333-3330(受付時間9：00～21：00）

市民相談（司法書士）(要予約・無料）

区内の高齢者への表敬訪問

所有権移転、相続などの各種登記手続き
に関する相談。

区役所7階
第2・4木曜日13：00～16：00
6名

申 市総合コールセンター
　  ☎333-3330(受付時間9：00～21：00）

ひとりで悩んでいませんか。相談員（民生委員・児童委員等）が皆様の心配ごと、悩みごと等の相談に応じ、
助言や専門機関等への橋渡しを行います。お気軽にお越しください。（予約不要・秘密厳守・無料）

9月20日に区内女性最高齢者の「福森 よ志子
（ふくもり よしこ）」さん（108歳）と、区内男性
最高齢者の「新谷 太作（しんたに たさく）」さん
（104歳）を大寺区長が訪問してお祝いしまし
た。これからも元気でお過ごしください。

心配ごと相談

日　時
毎週火曜    13：30～16：00 区社会福祉協議会（区役所6階）
第2・4木曜 14：00～16：00 区社会福祉協議会北神分室（北神中央ビル2階）

場　所

問 区社会福祉協議会  ☎593-1111（代）Ⓕ593-9822

福森 よ志子さん 新谷 太作さん

11月11日から17日は「税を考える週間」です

北区人権講演会（無料）

ウェブマガジン淡河 検索

善意銀行

 《金銭》個人
大西 光子、長永 敬子
 ご寄付いただきありがとうございました

9月分・五十音順・敬称略
『いただいたご寄付を北区内の福祉推進の
 ために役立てています』制度の仕組みや利用手続きの流れについて、市民後

見人候補者が毎月第2水曜日に相談に応じます。

成年後見人制度利用手続き相談室
 先着順（事前予約可）秘密厳守・無料

日　時
11月14日（水）13：30～16：00
（15：30までに受付）

区社会福祉協議会
（区役所6階）

場　所


