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催　し 募　集

コンサート&ホタル観賞の夕べ
八多中学校吹奏楽部とニューオリンズジャズ
FNBBの演奏、地元野菜販売のあと八多川を
舞うホタルを眺める会
 日時 6月9日（土）18：30～20：00
 場所 八多ふれあいステージ

）1-393物附町多八（       
 　問 八多連絡所
          ☎982-0002 Ⓕ984-2008

すずらんみなづきコンサートVol.3
神戸音楽家協会会員による演奏会
 日時 6月17日（日）14：00開演（13：30開場）
 場所 北区民センターすずらんホール
 料金 前売り1,000円、当日1,200円（小学 
       生以下無料）4歳以上入場可
 　問 北区民センター
          ☎593-1150 Ⓕ593-0014

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って姫黒豆プランター栽培体験
姫黒豆（小粒黒豆）を植えてプランターを持って帰ろう
 日時 6月21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人500円（現地徴収）
 　申 ☎にて まで（先着30人）
 　問 八多連絡所
　　  ☎982-0002 Ⓕ984-2008

あなたに贈るコンサート
（神戸市混声合唱団）
日本の懐かしい歌を合唱で、日本の叙情の世
界をミニオペラで上演！
 日時 6月24日（日）14：00開演（13：30開場）
 場所 北神区民センターありまホール
 料金 前売り1,300円、当日1,500円
 　問 北神区民センター
　　  ☎987-3400 Ⓕ987-3444

ひょうごこころの医療センター
第1回市民セミナー（無料）
 内容 精神科いま・むかし
       ～こんなに変わった！ 精神科病院～
 日時 7月4日（水）14：00～15：30
 場所 県立ひょうごこころの医療センター内 
        ひかりの森ホール
 講師 県立ひょうごこころの医療センター
        精神科部長 土井 正典
 　申 ☎かⒻで まで
 　問 県立ひょうごこころの医療センター
　　  ☎581-1013 Ⓕ581-1005

今、あなたの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 7月15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 ☎かⒻで まで。6月8日（金）から先着
　 　20人
 　問 北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119
        　
バドミントン大会（ダブルス）
 日時 8月19日（日）9：00～
 場所 北神戸田園スポーツ公園体育館
 区分 男子・女子

》）者心初（C・）級初（B・）上以級中（A《       
 料金 ペア1,500円（高校生以下800円）
        当日支払い
 　申 ○往、EメールまたはFAX用申込用紙に参 
　　　加者の出場別・住所・氏名・年齢・性別・電話
　　　番号を記入して まで。8月3日（金）必着
　　　※FAX用申込用紙はⒽからダウンロード
　　　できます
 　問 〒651-1114鈴蘭台西町1-25-1
    　　北区体育協会「バドミントン」係
　　　（まちづくり支援課内）
　　　☎593-1111 Ⓕ593-1166 
　　　Eメール kobekita-chikatsu@office.
        city.kobe.lg.jp

善意銀行
金銭《個人》大西 義一、長永 敬子
 《団体》ボランティアサークルこすもす
ご寄付いただきありがとうございました

4月分・五十音順・敬称略

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

　

スクールボランティア入門講座（無料）
障がいのある子どもたち・配慮の必要な子ど
もたちの学校生活をお手伝いする活動に関
心のある人を対象にした講座
 日時 6月25日（月）・7月2日（月）・9日（月）
        1・3回目は10：00～11：30
        2回目は9：30～10：30
 場所 北区役所内（2回目は南五葉小学校）
 定員 20人（先着順）
 　申  ☎または かⒻで住所・氏名・年齢・
　　 電話番号を記入して まで。6月15
　　 日（金）締め切り
 　問 〒651-1195 鈴蘭台西町1-25-1
       区社会福祉協議会
       ☎593-9910（代） Ⓕ593-9822
        　

神戸市北区バドミントン大会 検索

 日時 6月26日（火）
　　  受付時間14：15～16：00
 場所 有馬温泉旅館協同組合駐車場
 対象 今年に入ってから胸のレントゲン 
        撮影を受けていない方、特定健診  
       を受けた方も受けられます！
 　申 6月11日（月）～15日（金）の間       
       に☎で まで
 　問 北神保健センター ☎981-8870

遺産相続に関してよく
お問い合わせのある事
項についてご相談いた
だける機関をご紹介し
ています。
配布開始日 
6月上旬より
配布場所 
区役所・北神支所など

人権相談や啓発活動に尽力された人
権擁護委員の扶蘇 郁雄さんが全国人
権擁護委員連合会長表彰を受賞され
ました。
おめでとうございます。

 問 人権推進課
     ☎322-5234 Ⓕ322-6048 

保育所（園）・幼保連携型認定こども園の
園庭開放

胸のレントゲン健診を受けましょう！！
（無料）

  　　  名　　称

このみ保育園

星和台幼稚園

五葉幼稚園

みどりこども園

鈴蘭台北町こども園

頌栄保育園

山のまち

桜の宮保育所

君影保育所

鈴蘭台西町保育所

ひよどり台保育所

鈴蘭台南町保育所

太陽の子保育園

谷上保育園

すずらんキッズ保育園

電話番号

583-2203

593-9100

591-0718

581-7077

592-5911

593-3893

581-1121

593-2290

593-8550

593-6317

743-1850

592-6030

593-6619

586-5866

591-2637

 

  　   　名　　称

西鈴蘭台頌栄保育園

明照認定こども園

つきかげ認定こども園

星の杜こども園

キッズキャンパス

八多保育園

星の子こども園

ひとみ保育園

神戸鹿の子幼稚園

からと保育所

道場保育園

有馬保育園

大池保育園

オリンピア神戸北保育園

電話番号

592-4105

982-7004

987-4154

952-0415

982-6300

951-0302

951-1152

984-2468

951-9901

981-5448

951-3861

904-4190

583-0101

986-0820

 問 こども家庭局事業課 ☎322-6923 Ⓕ322-6042

相続で困ったら…
遺産相続に関するリーフレットの発行

人権擁護委員の
表彰

子育てのお手伝いのために日時を決めて各施設の園庭を開放しています。
詳しくは各施設へお問い合わせください。ホームページにも掲載しています。
 神戸市 園庭開放　検索

ふ   そ       いく  お


