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9月7日（土）9:30～（受付9:00～）
北区民センター4階競技場
北区に在住・在勤・在学（小学生のみ）の方
区分 一般・50歳代・60歳代・
　    70歳代の男女（個人戦）
　　 ※一般の部は年齢を問いません
 　　（50～70歳代の方も参加可）
　　 5ゲーム（3ゲーム先取）
　　  500円（当日徴収）
往復はがき、EメールまたはFAXに「参加
者の住所・氏名・年齢・性別・電話番号・区分」
を記入して　 まで※8月9日（金）必着
北区体育協会「卓球大会」係
（北区役所まちづくり課内）
〒651-1195 鈴蘭台北町1-9-1
☎ 593-1111（代）/ FAX 593-1166
kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

継続的にボランティア活動をおこなっている法人格をもたないボランティア団体への
助成です（※要件があります）。助成申請にはエントリーが必要です。詳細は　 まで。
※8月30日（金）エントリー締切
　　  北区ボランティアセンター　☎ 593-9910
　　  北神ボランティアセンター　☎ 981-5377（代）

9月14日（土）10:00～（受付9:30～）
しあわせの村 運動広場
先着48チーム（288名）まで
※6人による団体申込、もしくは個人申込のみ
　　  1チーム3,600円
　　  個人参加600円（当日徴収）
FAXまたは、はがきに「チーム名・申込代
表者（氏名・電話番号・FAX番号）・6人全
員の名前と性別」を記入して　 まで。
※8月15日（木）必着
スポーツ推進委員北区連絡会
「グラウンド・ゴルフ大会」係
（北区役所まちづくり課内）
〒651-1195 鈴蘭台北町1-9-1
☎ 593-1111（代）/ FAX 593-1166

お 知 ら せ

募 集
県立神戸高等技術専門学院
令和元年10月生募集

精霊送り
アルコール依存症について
　　  県立ひょうごこころの医療センター
　　   精神科医長 / 置塩 紀章
9月10日（火）14:00～15:30
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
　 県立ひょうごこころの医療センター
 　☎ 581-1013 / FAX 581-1005

北区（南部）

北区（北神）
催 し

募 集
催 し

募 集

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
8月10日（土）11:00～11:30
北図書館 2階 多目的室
2歳～（定員30人）

おばけライブラリー
夏の夜の怖いおはなし会
8月17日（土）18:30～19:00
北図書館 2階 多目的室
幼児から小学生とその保護者
（定員10組）※8月6日（火）～先着順

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
8月23日（金）10:30～11:00
北図書館 2階 多目的室
0～2歳児とその保護者（定員10組）

中高生読書交流会
好きな本のことお話しましょう
8月23日（金）14:00～15:00
すずらんだい児童館
中学生・高校生（定員10人）

小中高生のサマータイムコンサート
（無料・申込不要）

北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
8月の休館日　5日（月）、13日（火）、
19日（月）、26日（月）

北図書館だより（無料・一部事前申込）

北神図書館休館日のご案内

子どもとのより良いコミュニケーション
の技法を学びます
9月11日（水）、18日（水）
13:00～15:00 全2回
北神区民センター会議室 3
子育て支援施設職員、支援者
20人
　 へ直接来館、または電話
※8月28日（水）締切
有野児童館（有野中町2-20-19）
☎ 987-2010

茅葺（かやぶき）民家で天満屋学笑さんの楽
しい落語を聴き、茅葺の家についても学ぼう
8月28日（水）13:50～15:20
岡場駅ターミナル④13:25発に乗車して
八多ふれあいセンター下車
　　  1人500円（バス代別途）
電話にて　 まで
30人
八多連絡所
☎ 982-0002/ FAX 984-2008

家庭で供え終わったお盆の花や菓子など、供物を受け付けます
8月15日（木）16:00～20:00（少雨決行）
※当日12:00より雨天開催情報を　 にて音声案内します
鈴蘭公園、エコール・リラ1F広場（2カ所で実施）
会場付近は混雑しますので、なるべく電車・バスをご利用ください。
（駅および周辺道路は全面駐車禁止です）
市イベント案内・申込センター　☎ 333-3372/ FAX 333-3314

第2回市民セミナー
ひょうごこころの医療センター主催

小中高生による吹奏楽コンサート
8月24日（土）13:30開演
すずらんホール 大ホール
北区民センター
☎ 593-1150 / FAX 593-0014

9月3日（火）10:00～13:00
北消防署 4階研修室
マウスピース代500円と82円切手1枚
8月8日（木）～ 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23日（金）14:30～16:00
北区役所 7階大会議室
電話かFAXにて　 まで（詳細はホームページ参照）
50人（先着順）
神戸市社会福祉協議会
☎ 200-4013/ FAX 271-5366

認知症サポーター養成講座（無料）

北区卓球大会

神戸市 北区卓球大会 検 索
※申込書ダウンロードは

北区民ふれあい
グラウンド・ゴルフ大会

※申込書ダウンロードは
検 索神戸市 北区民グラウンド・ゴルフ大会

検 索神戸市 認知症サポーター養成講座

北神地域の子育てサークルや主任児童員、児童館、
リサイクル工房ほくしん、ユースステーション北神、
子育て応援プラザ、北神区役所こども保健係が協力し、
地域全体で子育てを応援するイベントです。ゲーム
や読み聞かせ、工作コーナー、ファミリーコンサート
など、楽しい催しをします。ぜひ親子でご参加ください。

8月16日（金）
1部10:00～12:00
　　／ゲームや読み聞かせ、工作コーナー
2部13:30～14:30（開場13:10～）
　　／ファミリーコンサート
北神区民センター ありまホール
市イベント案内・申込センター
☎ 078-333-3372/ FAX 078-333-3314

ー わくわくカーニバル北神 ー

夏休みこどもコンサート
（神戸室内管弦楽団）
音楽で紡ぐ絵本の世界「くまとやまねこ」
を神戸市室内管弦楽団が贈る
8月24日（土）開演 ①11:00 ②14:00
北神区民センター ありまホール
　　  【前売】大人800円
  　　　　   小学生以下400円（3歳以下無料）
  　　【当日】大人1,000円 小学生以下500円
北神区民センター
☎ 987-3400/ FAX 987-3444

第8回シャンソン・ダムール
（無料・申込不要）
シャンソン講座生が日頃の練習の成果を、
ありまホールの舞台で発表します
8月25日（日）開演14:00
北神区民センター ありまホール
北神区民センター
☎ 987-3400/ FAX 987-3444

第36回道場町納涼盆踊りの夕べ
8月4日（日）17:00～21:15
農村環境改善センター
道場連絡所
☎ 985-2381

8月の休館日
5日（月）、13日（火）、19日（月）、26日（月）
※北神図書館の8月のイベントはありません
　 北神図書館
☎ 981-8210/ FAX 981-8220

…日時　　…内容　　　…対象　　…場所　　…メール　　…問い合わせ
…定員　　…持ち物　   …募集　　…電話　   …申込み

記号の
見方

福祉調理コース
18歳以上の求職者（新規学卒者を除く）
8月1日（木）～8月30日（金）
県立神戸高等技術専門学院 募集担当
☎ 794-6630

県民ボランタリー活動助成　～エントリー 受付中～
善意銀行（6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
《物品》個人・・・久保 憲郁　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。

① 鈴蘭公園（南五葉5） ② エコール・リラ1階広場（藤原台中町1）

保育現場で活かす
インリアル・アプローチ

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って茅葺民家で落語を聴こう

北 区役所からのお知らせ
8 月号 北区民広報紙

北神・


