
第28回 ありまホール映画サロン
「八重子のハミング」上映
２月１０日（土）　①１０：３０～　②１３:３０～
北神区民センター　ありまホール
大人・・・1,000円（当日）、800円（前売り）
友の会・講座受講生・・・700円（前売り）
北神区民センター ☎987-3400 FAX987-3444

所
日
内

問

￥

第7回 青少年フェスタ（入場無料）
スポーツなどを頑張る青少年を讃える表彰式と、
音楽演奏などを披露する芸術発表会を開催
２月１８日（日）１３：００～１５：３０（予定）
北神区民センター　ありまホール
第１部　青少年を地域で讃える賞表彰式
第２部　北区青少年による芸術発表会
区青少年育成協議会事務局（区まちづくり支
援課内） ☎５９３‒１１１１（代）  FAX５９３‒１１６６

所
日

内

問

第４回 バレンタイン
オーケストラコンサート

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コンサート
２月１２日（月）１４：００～　　  すずらんホール
大人５００円・友の会４５０円・高校生以下無料
北区民センター ☎５９３-１１５０ FAX５９３-００１４

所日

内

￥
問

第42回「北の守り賞」表彰式
北区民地域防犯交流会

（参加無料・申し込み不要）
２月16日（金）１３：３０～（13:00から受け付け）
北神区民センター　ありまホール
区総務課（北の守り賞）・区まちづくり支援課
（地域防犯交流会）
☎593-1111（代）　FAX593-1166

所
日

問

北区ふれあいフェスタ2018
障がい者芸術作品展
（無料・申し込み不要）

障がいのある人が制作した絵画・書道・写真・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
２月１７日（土）・１８日（日）９：００～１８：００
イオンモール神戸北１階「さざんかコート」
（上津台8－1－1）
きた障害者地域生活支援センター
☎596-6336　FAX596-6337

所
日

問

北区ボランティアまつり（無料）
舞台発表、福祉体験、バザーなど
２月２４日（土）１０：3０～１5：3０（開場10：00）
北神区民センター　ありまホール・ホワイエ
北区ボランティアセンター
☎593-9910　FAX593-9822 

所
日

問

「八多町バス」に乗って
椎茸原木づくり体験

椎茸菌を植え込む作業をして、原木を持って
帰ろう
２月２０日（火）１３：５０～１５：２０
原木１本：５００円、２本：１，０００円（現地徴収）
電話にて　 まで（定員２０人）
岡場駅バスターミナル④（１３：１５集合）八多
ふれあいセンター
八多連絡所  ☎982-0002  FAX984-2008

所

日

内

￥
申

問

問

第６回 北神コーラスフェスティバル
出演グループ募集

４月８日（日）１３：３０開演
北神区民センターありまホール
団体登録費３，０００円と２００円／人
電話またはＦＡＸにて　 まで。１０組程度（２月
２８日（水）締め切り）※応募多数の場合は抽選
北神区民センター　☎987-3400　FAX987-3444

所
￥

日

申 問

問

募 集

お 知らせ

３月４日（日）9:00～（雨天延期：11日（日））
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
神戸市イベント案内・申込センター
☎333-3372

第40回 山田川クリーン作戦の実施
日
所

問

放課後児童クラブ 入会希望者募集 北区情報ひろば北区情報ひろば
対　象

日時 場所
第２水曜１３：３０～１６：００
（１５：３０までに受け付け）

区社会福祉協議
会（区役所５階）

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。 

成年後見人制度利用
手続き相談室　先着順（事前予約可）

区社会福祉協議会
☎５９３－１１１１（代） FAX593-9822

問

３月７日（水）９：00～
北神戸田園スポーツ公園 体育館
　　  2リーグ・変則リーグ戦
　　  3セットゲーム（参加数によって変更あり）
　　  北区在住・在勤の女性（18歳以上）で
編成されたチーム
１チーム３，０００円（当日納入）
区ホームページより専用の申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入して、ＦＡＸまたはE
メール、郵送にて下記　 まで。2月９日（金）必着
14チーム（応募多数の場合は抽選）
〒651-1114　区まちづくり支援課「北区9
人制バレーボール大会」係
☎593-1111（代）　FAX593-1166
　kobekita-chikatsu@office.city.kobe.l
g.jp

第20回
北区9人制バレーボール春季大会

￥

日

申

所
大会形式
試合方法
参加資格

問
定

問

３月1７日（土）10：00～15：00
しあわせの村　運動広場
　　  1チーム6人、もしくは個人
（個人参加は主催者にてチーム編成）
１チーム３，6００円、個人参加は600円（当日納入）
区ホームページより専用の申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入してFAX、Eメール、
郵送または往復はがきに、チーム名・氏名
（チーム全員）・電話番号・住所・年齢・性別を
記入して下記　 まで。2月19日（月）必着
48チーム（応募多数の場合は抽選）
〒651-1114　区まちづくり支援課「北区民
ふれあいグラウンド・ゴルフ大会」係
☎593-1111（代）　FAX593-1166
　kobekita-chikatsu@office.city.kobe.l
g.jp

第45回 北区民
ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

￥

日

申

定

所
参加資格

問

問

◎上記児童館・学童保育コーナーのほか、市の助成を受けて地域で自主的に運
　営している施設があります。問い合わせは直接各施設へ

神戸市　学童保育一覧

施設名 電話番号
987-2010
982-3728
592-3768
982-3729
594-8645
583-8850
220-4565
981-5402
595-1119
583-0252
593-2289
951-4020
951-7221

施設名 開設時間電話番号

星和台学童保育所
好徳児童館
淡河児童館
頌栄児童館

080‒2412‒0982
958‒0125
959‒0073
592‒7253

放課後～18:00
放課後～19:00
放課後～19:00
放課後～19:00

9:00～18:00
9:00～19:00
9:00～19:00
9:00～19:00

9:00～18:00
8:30～19:00
8:30～19:00
8:30～19:00

平日 土曜 長期休業日など

開設期間及び時間

募集放課後児童クラブ 問い合わせは直接各施設へ

市内在住の小学生で、保護者が労働などのため昼間いない家庭の児童
※高学年の受け入れ状況や入会に関するお問い合わせは市ホームページをご覧のうえ、
　各施設にお問い合わせください

有野児童館
有野台児童館
泉台児童館
大池児童館
小部児童館
桂木児童館
鹿の子台児童館
からと児童館
北五葉児童館
広陵児童館
桜の宮児童館
道場児童館
西山児童館

利用料及びおやつ代（月額）

4月２日（月）～翌年3月30日（土）
平日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・放課後 ～17：00
土曜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9：00～17：00
学校休業日（土曜を除く）・・・8：30～17：00 ※19：00まで延長あり

（日曜、祝日、年末年始を除く）

申し込み方法
2月1日（木）～15日（木）に直接希望施設へ。学童保育コーナーは午
後のみ受け付け。現在利用中の方も改めて申し込みが必要です。

施設名 電話番号
982-3569
741-9880
982-4594
593-3751
581-1919
591-3154
592-3723
581-3041
592-8550
581-5564
583-3700
986-2874
581-5195

八多児童館
ひよどり台児童館
藤原台児童館
南五葉児童館
箕谷児童館
小部学童保育コーナー
君影学童保育コーナー
甲緑学童保育コーナー
鈴蘭台学童保育コーナー
谷上学童保育コーナー
筑紫が丘学童保育コーナー
長尾学童保育コーナー
花山学童保育コーナー

北市税事務所市民税担当 ☎５９３-１１１１（代）  FAX593-7045問い合わせ

市県民税申告書の提出は２月１日（木）からです

※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け付けは、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
北市税事務所
（北区役所５階）

北神中央ビル（702号室）

２月１日(木)～３月1５日(木)

２月１３日(火)～２月１６日(金)

 9 :00～12:00
13:00～17:00
 ９ :30～11:３0
13:15～16:00

〈12月分・五十音順・敬称略〉善意銀行
金銭 《個人》大西義一、長永敬子 《団体》鈴蘭台婦人会、募金箱1件

ありがとうございました。
※頂いたご寄付は福祉推進のために役立てています

※使用済み切手を収集してます。区社会福祉協議会（区役所5階）へお寄せください

基本利用料・・・・・・・・・・・・・・・4,500円
延長利用料・・・・・・・・・・・・・・・1,500円（１時間ごと）
おやつ代　1,500円（各放課後児童クラブで徴収）
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