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催　し

募　集

第７回 北神コーラスフェスティバル
（無料）
 内容 地域の男声・女声・混声コーラスが日頃の
　　  練習の成果を披露
 日時 ４月７日（日）13 30～
 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　　…電子メール　□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  ５月19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　　４月８日（月）～（先着20人）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

はたっこバスに乗って
八重桜見学ウォークと八多太鼓体験
（無料）
 内容  八多町の自然を満喫しながら八多川沿
　  　い通学路の春の散策を楽しみます
 日時  ４月16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
 　申 ☎にて まで（先着20人）
 　問　　八多連絡所☎982-0002 Ⓕ984-2008

北区手話講習会入門課程(前期)
受講生募集
 内容  手話について初歩から学べる講座
 日時  ５月７日（火）～７月30日（火）毎週火曜日
        全１3回 18 30～20 30
 場所  北区民センター４階 なでしこ
 料金  2,500円（テキスト代3,240円）
 　申 ◯は・Ⓕにて住所、氏名、電話番号、年齢
　　  を４月19日（金）までに へ（先着順）
 　問　　区社会福祉協議会
         ☎593-1111 Ⓕ593-9822
       

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

2月分・五十音順・敬称略

竹林散策とタケノコ取り
 日時  ５月26日（日）10 00～12 00
 場所  大沢町ぜんにゅう展望公園（集合場所
　　　等は別途案内）
 料金  大人 500円、小中学生 100円
 対象  小学生以上
 　申　　またはⒻに参加者全員の住所・氏名・
        年齢・電話番号を記入し まで。4月        
        26日（金）必着、応募多数の場合は抽選
 　問　　北農業振興センター
       〒651-1302 藤原台中町1-2-1
       ☎982-2810 Ⓕ982-0479

 場所  吉尾インターバス停（八多町吉尾）
 台数  １２台      
 　問　　市総合コールセンター ☎333-3330

場 所 交換時間（受付）

北区役所

障害者手帳を
お持ちの方　

北神中央ビル２階
保健福祉課あんしんすこやか係

母子世帯の方

北区役所６階（5番窓口） 
健康福祉課あんしんすこやか係
北区役所６階（7番窓口） 　
こども家庭支援課

北神区役所

８：４５～１７：１５
（1２：００～１３：００
および土・日・祝日

を除く）

第33回 すずらん映画サロン「オケ老人」
 日時 ４月20日（土） ①10 30～ ②13 30～
 場所 北区民センター すずらんホール
 料金  当日1,000円 前売800円
 　問 北区民センター
　　  ☎593-1150 Ⓕ593-0014      

第33回 北神金曜シネマ
 内容 「リトル・マエストラ」の上映
 日時 ４月26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、当日1,000円
　　  友の会・前売700円
 　問 北神区民センター
　　  ☎987-3400 Ⓕ987-3444      

１２thディスカバー淡河ハイク＆スポーツ
フェスタ（入場無料・少雨決行）
ゴルフ場で一日楽しみましょう。
 内容  ９ホールのハイク（歩きやすい服装、靴 
        で参加願います）ディスクゴルフ・そうめ 
        ん流し・高橋勝成プロのSNAGゴルフ
        芝滑り・凧揚げ・パッティングコンテスト・        
        豪華賞品の抽選会
 日時 ５月６日（月・休）１０００～１６００
 場所 有馬ロイヤルゴルフクラブ

）１７５畑北町河淡（       
 　申　　☎・Ⓕで まで
 　問 北区青少年育成協議会 淡河支部
　　  ☎・Ⓕ９５８-０１２５ 好徳児童館 

『 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』

福祉乗車証（磁気カード）の交換のお知らせ

児童館すこやかクラブ会員募集

神戸サイクル＆バスライド

ありの台小学校が開校します

■ 期間 ４月１日（月）～ ※旧乗車証を紛失された方は４月26日（金）～

【必要なもの】①現在使用中の乗車証（磁気カード）②印鑑（スタンプ印不可）③手帳など ●身体障害者
１～４級の方：身体障害者手帳 ●知的障害者の方：療育手帳 ●精神障害者の方：精神障害者保健福祉
手帳 ●母子世帯の方：ひとり親家庭等医療費受給者証又は児童扶養手当証書　

 問 市総合コールセンター☎333-3330 Ⓕ333-3314

小学生以下対象の『福祉乗車証（磁気カード）』の有効期限は、４月末までですので早めの交
換をお願いします。
※現在、福祉乗車証（ＩＣカード）の交付を受けている方は交換の必要はありません※現在、福祉乗車証（磁気カード）
の交付を受けている方で、３１年４月から中学生になる方については、現在の磁気カードをＩＣカードと交換します

幼児と保護者のグループで楽しく遊び、親と子のふれあいや交流を深める場として、児童館す
こやかクラブの会員を募集します。また、すこやかクラブ会員を対象に、保護者が相互に子ども
たちの世話をすることで、保護者同士、子ども同士の仲間づくりを図るとともに、保護者もリフ
レッシュできる機会を設けることを目的とした、児童館キッズクラブを実施する予定です。

●上記のほか、市の補助を受けて運営している頌栄児童館（鳴子2-11-2）があり、親子向けの
クラブを開催しています。詳細は☎592-7253へ直接お問い合わせください。
 問  こども青少年課 ☎３２２-５２１０ Ⓕ３２２-６０４３

●実施期間
　平成３１年５月中旬頃から翌年３月第２週ま
　で週１回午前中（祝日、小学校の夏・冬休み
　を除く）
●募集組数　１クラス２０組程度
●応募資格
　平成３１年４月１日現在２～４歳児とその保
　護者
●実施児童館

●申込方法等
　各児童館で配布する申込書に記入のうえ，
　４月１１日（木）から１８日（木）までの間に申
　し込んでください。
　（児童館によって定員・募集期間・開催曜日
　など異なる場合があるため、詳細は児童館
　に直接問い合わせてください）
●年会費　親子１組（２人） 年額3,000円

有野児童館
有野台児童館
泉台児童館
淡河児童館
大沢児童館
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
好徳児童館

有野中町2-20-19
有野台6-22-1
泉台3-39-3
淡河町萩原字桶屋垣内323
大沢町中大沢984
東大池2-3-13
鈴蘭台北町7-11-40
桂木1-2-4
鹿の子台北町6-34-3
唐櫃台2-38-1
北五葉1-7-24
淡河町野瀬字新田468-2

987-2010
982-3728
592-3768
959-0073
954-0307
982-3729
594-8645
583-8850
220-4565
981-5402
595-1119
958-0125

広陵児童館
桜の宮児童館
すずらんだい児童館
道場児童館
長尾児童館
西山児童館
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

筑紫が丘2-22-11
甲栄台2-4-1
鈴蘭台西町1-22-1
道場町日下部663-3
長尾町宅原130
菖蒲が丘1-14-3
八多町附物字下殿関393-1
ひよどり台2-1-1
藤原台中町7-14-15
南五葉3-5-21
日の峰1-19

583-0252
593-2289
592-0353
951-4020
986-1639
951-7221
982-3569
741-9880
982-4594
593-3751
581-1919

児童館名 所在地 電話番号 電話番号児童館名 所在地

 問 学校環境整備課 ☎322-5772 Ⓕ322-6157

バスの利便性を高めるため、バス停の近くに無料駐輪場を設置する取り組みを試行しています。
新たに八多町吉尾に設置しましたので、通勤・通学などお出かけの際に、ぜひご利用ください。

４月１日（月）、有野台小学校と有野東小学校を統合し、新たに「ありの台小学校」が誕生しま
す。ありの台小学校の校舎は、有野東小学校の校舎を改修して使用するため、改修期間中は
有野台小学校を使用し、改修後に移転します。校区は有野台小学校・有野東小学校の校区を
合わせたものになります。

神戸サイクル＆バスライド 検索

●サイクル＆バスライドとは…
出発地から自転車でバス停まで行き
バスに乗り変えて目的地に向かうこと

狂犬病予防注射のご案内
生後91日以上の飼い犬は、生涯に１度の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けら
れています。

費用：3,250円（注射料：2,700円、注射済票交付料：550円）※未登録の場合は登録料3,000円が必要
 問 北衛生監視事務所 ☎593-3250 Ⓕ593-2880

本町公会堂
淡河連絡所
野瀬竹の森公民館
足谷公園
菅谷公園
長尾連絡所
生野自治会館
道場連絡所
日下部会館
生野高原安心ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
ひよどり台西公園
夏堀公園

淡河町
　　〃
　　〃
京地１
鹿の子台南町
長尾町
道場町
　　〃
　　〃
　　〃
ひよどり台２
北五葉４

13 50～14 05
14 25～14 40
15 00～15 15
13 50～14 15
14 40～15 10
15 30～16 00
13 50～14 05
14 25～14 45
15 00～15 20
15 40～16 00
13 50～14 15
14 40～15 10

月日 実 施 場 所 時 間 月日 実 施 場 所 時 間
つくしが丘中公園
西畑公園
桂木中公園
日の峰中公園
からと集会所
市営大池住宅集会所
幸陽台北公園
大沢連絡所
菅生公園
つくしが丘公園
山田連絡所
ＪＡ兵庫六甲山田支店

筑紫が丘７
泉台４
桂木２
日の峰３
唐櫃台３
西大池２
幸陽町２
大沢町
上津台３
筑紫が丘３
松が枝町２
山田町中

13 50～14 15
14 45～15 10
13 50～14 20
14 45～15 10
13 50～14 10
14 45～15 10
15 30～15 55
13 50～14 15
14 45～15 15
13 50～14 10
14 35～15 00
15 25～15 50

4月
7日
（日）

9日
（火）
10日
（水）

14日
（日）

8日
（月）


