
場 所日 程 時 間

●六甲丹生かぶき 
8月3日（土）・17日（土）・24日（土）・
31日（土）、9月・10月は第2、第4土曜
各13:30～15:30（予定）
北区民センター
すずらんホール多目的ホールほか
小学生とその保護者
  　　一家族 500円
　 六甲丹生かぶき 藤本
　 ☎ 090-6732-5522
　 　 ch-uwan@ezweb.ne.jp

●神戸すずらん歌舞伎
7月24日（水）、8月7日（水）
各19:00～20:30（予定）
山田連絡所（松が枝町）
一般
  　　無料
　 神戸すずらん歌舞伎 竹内
 　☎ 090-8980-7875
 　　 natto-yoshietake@kobe.zaq.jp

●神戸農村歌舞伎保存会
8月～令和2年1月（第4日曜）
各14:00～16:00（予定）
甲緑地域福祉センター
3歳～中学生
 　　 無料
　 神戸農村歌舞伎保存会 加藤
 　☎ 080-5356-5664
 　　 nkato1227@gaia.eonet.ne.jp

お 知 ら せ

「50年先も心地よく健やかに住み続けられるまち」
をめざした、「神戸市都市空間向上計画」（素案）
を公表し、皆様からご意見を募集します。なお、
他区開催の説明会・相談会へも参加できます。

神戸市都市空間向上計画（素案）
説明会・相談会（北区会場）申込不要

善意銀行（5月分）
『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』

五十音順・敬称略
《金銭》個人・・・大西 光子、長永 敬子、山本 照洋
《物品》個人・・・田中 靖乃
　　　　　　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。

行政相談委員に対する表彰
兵庫行政評価事務所長 感謝状・・・新井 忠吉委員

北区（南部） 北区（北神）
催 し

募 集

募 集

有馬涼風川座敷
7月26日（金）～8月25日（日）
19:00～22:00
有馬川親水公園 広場
有馬温泉観光総合案内所
☎ 904-0708 /FAX 903-2233

おはなしとえほんの会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
7月13日（土）11:00～11:30
2歳～（定員30人）

読書会
『海の見える理髪店』萩原浩 著
7月17日（水）10:00～12:00
一般（定員20人）

おひざのうえのおはなし会
手遊びや読み聞かせ、本選びのアドバイス
7月26日（金）10:30～11:00
0～2歳児とその保護者（定員10組）

昔の夏のひみつをさぐろう
古民家で昔の夏の暮らしを体験学習
7月27日（土）10:30～12:00
鈴蘭台西町6-8-8  内田家住宅
小学生以上（定員10組）保護者同伴
7月9日（火）から北図書館カウンター
または電話にて受付

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
7月27日（土）15:00～15:30
幼児～大人（定員30人）

第8回北神ふれあい演芸会
7月14日（日） 12:00～
北神区民センター ありまホール
　　  当日500円 前売400円
北神区民センター
☎ 987-3400/ FAX 987-3444

道の駅淡河ふるさとまつり
8月3日（土） 10:00～14:00
道の駅 淡河
北農業振興センター
☎ 928-2810 /FAX 982-0479

有馬の夏まつり
8月4日（日）・5日（月）
19:00～22:00 （雨天中止）
太閤通
有馬温泉観光総合案内所
☎ 904-0708 /FAX 903-2233

区内の地域文化資源の補修・修理などの経費を助成します。
7月1日（月）～7月31日（水）
区まちづくり課地域福祉係 
☎ 593 -1111（代）/ FAX 593-1166

地域文化資源保存活動補助金申請団体募集

北図書館2階 多目的室ほか
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
7月の休館日
1日（月）、8日（月）、16日（火）、
22日（月）、29日（月）

北図書館だより（無料・一部事前申込）

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
7月13日（土）15:00～15:30
3歳～（定員30人）

おひざのうえのおはなし会
絵本の読み聞かせ、手遊び
7月17日（水）11:00～11:30
0～2歳児と保護者（定員20組）

ストーリーテリング
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
7月20日（土）14:30～15:00
5歳～（定員30人）

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館
☎ 981-8210/ FAX 981-8220
7月の休館日
1日（月）、8日（月）、16日（火）、
22日（月）、29日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

市イベント案内・申込センター
☎ 333-3372/ FAX 333-3314

都市空間向上計画詳しくは

北区役所5階会議室
北神区民センター第4会議室
北区役所5階会議室
北神区役所5階第1会議室

14:00～17:00
  9:30～11:30
  9:30～11:30
14:00～17:00

7/18（木）
7/25（木）
  8/1（木）
  8/1（木）

北区民センター多目的ホール
北神区役所5階第1会議室

18:30～
18:30～

場 所日 程 時 間
7/11（木）
7/16（火）

①身の回りのユニバーサルデザイン
　について学ぶ
②ジュニア認知症 サポーター養成講座
　（受講後オレンジリング配布）
①7月25日（木）10:00～12:00
②8月  1日（木）　9:00～12:00
①北区役所6階社会福祉協議会
②介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台
先着20人（小学3年生以上）
※7月19日（金）締切
住所・氏名・学年・電話番号を　 まで
北区社会福祉協議会
☎ 593 -1111（内線 305）
FAX 593-9822

夏休み子ども福祉体験
思いやりの心を育もう（無料）

8月25日（日）8:30～9:00受付 ※雨天時現地決定
しあわせの村テニスコート
社会人および大学生
男子ダブルス1部・2部（41歳以上）
女子ダブルス1部・2部（45歳以上）
　　  1ペアで3,000円（当日支払い）
下記内容を FAXにて申込先まで。
①申込代表者（「住所」「氏名」「電話番号」「FAX番号」）
②出場ペア（「男子/女子」「1部/2部」
　　　　　 「氏名」「年齢」「在籍テニスクラブ名」）
7月16日（火）～7月31日（水）必着  ※応募多数の場合は抽選
申込先 北区体育協会「ソフトテニス大会」係
☎ 593-1111（内線 296）/FAX 593-1166

北区ソフトテニス大会（一般の部ダブルス）
8月22日（木）9:00～
北神戸田園スポーツ公園 体育館
 区分 一般男子・一般女子
　　  1チーム2,000円（当日支払）
　 7月19日（金）必着
 　区ホームページより申請書をダウンロードし、 
 　必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにて
　 下記まで。
 　〒651-1195 北区鈴蘭台北町1-9 -1
 　北区体育協会「バレーボール大会」係
 　☎ 593 -1111（内線 291）/ FAX 593-1166
 　　 kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

北区9人制バレーボール大会

7月31日（水）10:00～
北神区民センター多目的室
　　  子ども 500円、
　　　大人（中学生以上）1,000円、
　　　親子ペア券 1,200円（前売りのみ）
市文化振興財団　☎ 351-3597

アンサンブル・リュネット 神戸ツアー
「親と子どものための
　　　　　スペシャルコンサート」

北区9人制バレーボール大会 検 索

第34回北神金曜シネマ
上映「青い山脈」出演 吉永小百合、池田光夫 他
7月19日（金） ①10:30～ ②13:30～
北神区民センター ありまホール
　　  当日1,000円 前売 一般800円
　　  友の会受講生700円
北神区民センター
☎ 987-3400/ FAX 987-3444

7月19日（金）13:50～15:20
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
　　  500円（現地徴収）
電話にて　  まで（先着30名）
八多連絡所
☎ 982-0002/ FAX 984-2008

八多町バス（はたっこバス）に乗って
竹食器づくりと流しそうめん体験

8月28日（水）13:30～16:30
北神区民センター 和室
マウスピース代500円と82円切手1枚
7月8日（月）～ 先着20人
北消防署救急係
☎ 591-0119/ FAX 594-1119

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

8月25日（日）9:00～
北神戸田園スポーツ公園体育館
出場別 男子・女子《A（中級以上）・B（初級）・C（初心者）》
　　    ペアで1,500円（高校生以下800円）※当日支払い
北区HP内イベント申込サイトへ詳細は
　　　　　　　　　　　　　　　　 ※8月9日（金）締切
市イベント案内・申込センター　☎ 333-3372 

北区バドミントン大会（ダブルス）

神戸市北区バトミントン大会 検 索

…日時　　  …内容　　　  …対象　　  …場所　　  …メール　　  …問い合わせ
…定員　　  …持ち物　　  …種目　　  …電話　     …申込み
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農村歌舞伎体験教室 参加者募集

その他、北区における農村歌舞伎の保存
活動や支援などの取組み全般に関する
お問合せは区まちづくり課まで。
区まちづくり課 
☎ 593 -1111（代）

検 索

北 区役所からのお知らせ
7 月号 北区民広報紙

北神・


