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催　し

募　集

第5回
バレンタインオーケストラコンサート
 内容 親和中学校・親和女子高等学校の器楽部
　　  によるフルオーケストラ
 日時 2月11日（月・祝）14：00～
 場所 北区民センター すずらんホール
 料金 大人500円、友の会450円、高校生以下
　　  無料
 　問 北区民センター
　　  ☎593-1150 Ⓕ593-0014       

「冬のぶるっと淡河」
～寒い季節のあったか淡河巡り～
 内容 淡河町内の各会場にてイベント開催
　　  詳細は
 日時 2月11日（月・祝）
 　問 淡河連絡所
        ☎959-0131 Ⓕ950-5000

淡河八幡神社「御弓神事」
 内容 県の重要無形民俗文化財指定の「御弓
　　  神事」
 日時 2月11日（月・祝）
 場所 淡河八幡神社（淡河町勝雄35番地）
 　問 淡河連絡所
        ☎959-0131 Ⓕ950-5000

北区ふれあいフェスタ2019
（無料・申し込み不要）
 内容 障がいのある人が制作した絵画・書道・陶
　　   芸・織物・手芸などの作品展示。手話、缶
　　　バッジ作りなどの体験コーナーも開催
 日時 2月16日（土）、17日（日）9：00～18：00
 場所 イオンモール神戸北1階さざんかコート
 　問 きた障害者地域生活支援センター
          ☎596-6336 Ⓕ596-6337

第43回「北の守り賞」表彰式
北区民地域防犯交流会
（参加無料・申込不要）
 日時 2月15日（金）13：30～（13：00から受付）
 場所 北区民センター すずらんホール
 　問 市イベント案内・申込センター
        ☎333-3372 Ⓕ333-3314
        (イベントについての案内は年中無休
　　　8：00～21：00）

14

　　　　　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

　

はたっこバスに乗って
「ＰＰバンド小物入れづくり」体験
 日時 2月19日（火）13：50～15：20
 場所  岡場バスターミナル④13：25発に乗車
　　  して八多ふれあいセンター下車
 料金  500円
 　申  ☎にて問まで（定員20人）
 　問　　八多連絡所
       ☎982-0002 Ⓕ984-2008

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  3月17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　　2月8日（金）～（先着20人）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119（代） Ⓕ594-1119

第21回
北区9人制女子バレーボール春季大会
 日時  3月13日（水）9：00～
 場所  北神戸田園スポーツ公園 体育館
 形式  2リーグ・変則リーグ戦、3セットゲーム
　　  （参加チーム数によって変更あり）
 対象  北区在住・在勤の女性（18歳以上）で
        編成されたチーム
 料金  1チーム 3，000円（当日）
 　申　　2月8日（金）17：00（必着）までにⒽより
　　 専用の申込書をダウンロードし、必要事
       項を記入の上、Ⓕまたはメール、郵送
        にて下記まで。（応募多数の場合は抽選。
        定員14チーム）
 　問　　〒651-1195 北区体育協会（区まちづ
        くり支援課内）
       ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166
           kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

第47回北区民ふれあいグラウンド・
ゴルフ大会
 日時  3月16日（土）10：00～15：00
 場所  しあわせの村 運動広場
 対象  1チーム6人もしくは個人参加
       （個人参加は主催者にてチーム編成）
 定員  48チーム（応募多数の場合は抽選）
 料金  1チーム3,600円、個人600円（当日）
 　申　2月11日（月・祝）までにⒻ、メール、郵
　　 送にて下記内容を問まで。[チーム名・
    　申込代表者（氏名・電話・FAX番号）・6人
　　 全員の名前と性別］
       個人参加は氏名・電話・FAX番号・性別
 　問　　〒651-1195 スポーツ推進委員
       北区連絡会（区まちづくり支援課内）
       ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166
           kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

第7回北神コーラスフェスティバル 
出演グループ募集
 日時  4月7日（日）13：30開演
 料金  団体登録費3,000円と200円／人
 　申　☎又はⒻにて問まで。10組程度（2月
　　  28日（木）締め切り）※応募多数の場合は抽選
 　問　　北神区民センター
       ☎987-3400 Ⓕ987-3444

お知らせ

第41回山田川クリーン作戦の実施
 内容 山田川の流域及びその周辺住宅地域
　　  を中心とした地域住民団体による清掃
        活動の実施
 日時 3月3日（日） 9：00～11：00
　　 （雨天延期：10日（日））
 場所  大池地区から衝原湖までの河川流域
       及びその周辺の住宅地域
 　問　　市イベント案内・申込センター
       ☎333-3372 Ⓕ333-3314
　　 （イベントについての案内は年中無休
　　  8：00～21：00）

 問 北市税事務所市民税担当 ☎593-1111（代） Ⓕ593-7045

※税務署に提出する作成済みの確定申告書の仮収受も行っています。確定申告の内容に関する質問や相談、
　申告書控えに受付印の押印が必要な人は、税務署の開設する確定申告会場でお願いします
※北神中央ビルでは、市県民税申告書の受付は、常時行っていませんので、この機会をご利用ください

受け付け場所 日　時

善意銀行

 《金銭》個人　大西 光子、長永 敬子
　　　 団体　北神仏教会
《物品》個人　村井 恭子
 ご寄付いただきありがとうございました

12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』

北市税事務所 （北区役所5階）

北神中央ビル （702会議室）

2月1日(金)～3月15日(金)
8：45～12：00　13：00～17：15

2月12日(火)～2月15日(金)
9：30～11：30　13：15～16：00

税務署に提出する確定申告書等は、国税庁のホームページまたは最寄りの税務署から
お取りよせください

ウェブマガジン淡河 検索

市県民税申告書の提出は
平成31年2月1日（金）からです

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。
場 所

日 時

定 員

場 所

日 時

定 員

区役所7階   
第1木曜13：00～16：00

（祝休日及び年末年始を除く）
6名（先着順）

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）
所有権移転、相続などの各種登記手続き
に関する相談。

公正・中立の立場から行政などへの苦情
や意見・要望を受け付け、解決や実現の
促進を図ります。

区役所7階   
第2・4木曜13：00～16：00

（祝休日及び年末年始を除く）
6名（先着順）

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。

身近な人が亡くなられた後に必要な手続きについてのご案内や申請書作成のお手伝いをします。

心配ごと相談 （予約不要・秘密厳守・無料）

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

問 区社会福祉協議会  ☎593-1111（代） Ⓕ593-9822

問 市総合コールセンター  ☎333-3330 Ⓕ333-3314

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相談に応じます。
成年後見制度の利用手続き相談室 先着順（事前予約可）秘密厳守・無料

日　時
 第2水曜 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

市民法律相談(要予約・無料）
区役所7階

毎週水曜
12：30～16：00

第2・4水曜
13：00～16：00

9名（先着順）
（うち弁護士相談先着7人）

7名（先着順）
（弁護士との相談のみ）

北神支所2階

日
時

場
所

定
員

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

（祝休日及び年末年始を除く）

行政相談(無料）

区役所7階
第3木曜13：30～15：30

（祝休日及び年末年始を除く）日時

場所

問 区まちづくり推進課
　 ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166

申 上記時間内で先着順（15：00まで受付）

「おくやみコーナー」を設置しました(政令指定都市初) 

場所 区役所4階
受付時間 8：45～17：15（12：00～13：00を除く）
時間によっては「おくやみコーナー」ご利用後、各窓口での手続
きが行えない場合があります。余裕をもってお越しください。
実施するサービス
     ①必要な手続きのご案内
     ②申請書の作成補助
     ③区役所以外での主な手続きのご紹介


