
10月5日（土） 10:00～12:00
エコール・リラ ３階広場および５階
八多連絡所
☎ 982-0002/FAX 984-2008

お 知 ら せ

募 集

マイナンバーカードの休日出前受付を開催します

北区（北神）

募 集

催 し
北区（南部）

催 し

ぬいぐるみのおとまり会
夜の図書館にぬいぐるみがおとまり
9月21日（土）15:30～16:30
9月22日（日）13:00～17:00
北図書館 2階 多目的室
幼児～小学生
9月8日（日）～15日（日）抽選で10人
北図書館カウンターにて受付

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
9月14日（土）11:00～11:30
北図書館 2階 多目的室
2歳～（定員30人）

読書会
『死を告げられた女』
デジュール・イングリット著
9月18日（水）10:00～12:00
北図書館 2階 多目的室
一般

北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
9月の休館日　2日（月）、9日（月）、
17日（火）、24日（火）、30日（月）

北図書館だより（無料・一部事前申込）

北神図書館だより（無料・事前申込不要）

上映「ディア・ドクター」
出演：笑福亭鶴瓶、瑛太
9月13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 （友の会会員900円）　
　  　 前売 一般 800円
　　　　　 友の会会員・受講生 700円
500人
北神区民センター
☎ 987-3400/FAX 987-3444

9月7日（土）・8日（日）10:00～17:00
イオンモール神戸北 3階イオンホール
個人番号の通知カード、
身分証明書2点（運転免許証、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳など）
市総合コールセンター ☎ 333-3330

六條八幡宮秋季例祭・神幸祭
9月15日（日）11:00～
六條八幡宮（山田町中宮ノ片57）
六條八幡宮　☎ 581- 2187

…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

善意銀行（7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・・・清水 秀行　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。

第35回北神金曜シネマ

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
9月14日（土）15:00～15:30
北神図書館 おはなしの部屋
3歳～（定員30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
9月18日（水）11:00～11:30
北神図書館 おはなしの部屋
0～2歳児とその保護者（定員20組）

北神図書館　☎ 981-8210/ FAX 981-8220
9月の休館日　2日（月）、9日（月）、17日（火）24日（火）、30日（月）

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
9月21日（土）14:30～15:00
北神図書館 おはなしの部屋
5歳～（定員30人）

ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
9月28日（土）11:30～12:00
北神図書館 おはなしの部屋
4歳児～（定員30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
9月27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15組）

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
9月28日（土）15:00～15:30
北図書館 2階 多目的室
幼児から大人（定員30人）

北神区民センターの社交ダンス教室の
講座生によるダンスフェスティバル
9月25日（水） 13:30開演
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

社交ダンスフェスタinありまホール

自分で打ったそばを食べたことがありま
すか?グループでそばを打ち、持ち帰ると
ころまで指導します
持物不要
9月25日（水）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
  　　1人  1,000円（バス代別途）
電話にて　 まで（先着24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
そば打ちに挑戦!

①はたっこバスの展示と試乗・写真撮影　
②八多町の新鮮野菜の直売
③ステージプログラムとして
　・八多太鼓の演奏（10:30～ 11:00）
　・神戸市消防音楽隊OBによる
　　トロンボーン演奏（11:00～11:30）
　・野菜好きの2人による歌とピアノ
　  （11:30～ 12:00）

はたっこバス2周年記念イベント

10月4日（金）13:30～16:30
北神区民センター 会議室1
マウスピース代500円と82円切手1枚
9月8日（日）～ 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 日本語ボランティア養成講座

（2019年度北区「地域提案型活動助成」事業）

ボランティアで外国人に日本語を教え
る際の心構えや関わり方、多文化共生等
について
10月2日、9日、16日、23日、30日
全て水曜日（いずれも18:30～20:30）
北神区民センター会議室4
20名
　　  4,000円（全5回）
講師 文化庁日本語教育施策推進アド
バイザー、神戸市内の外国人支援団体
　  NPO法人 場とつながりの研究センター 
☎ 080-5331-8987（担当：本田）
（受付時間：日月を除く9:00～12:00）
北区「地域提案型活動助成」の取り組み
全般に関するお問い合わせは北区役所
まちづくり課まで
北区役所まちづくり課 
☎  593-1111（代）

北区歴史フェスinあいな里山まつり
あいな里山公園にて開催される「あいな
里山まつり」において、園田学園女子大
学名誉教授の田辺眞人（たなべまこと）
さんと講釈師の旭堂南海（きょくどうな
んかい）さんによる北区歴史講演会のほ
か、歴史にまつわるさまざまなイベント
を実施。
公園内では、稲刈り体験や芋ほり体験を
始め、秋の里山を楽しむプログラムを
多数開催。
10月12日（土）9:30～17:00
国営明石海峡公園神戸地区
あいな里山公園
【HP】https://kobe-kaikyopark.jp/
市イベント案内・申込センター
☎ 333-3372/FAX 333-3314
（受付時間 8:00～21:00年中無休）

北区民ふれあいソフトボール大会
10月20日（日）9:00～17:00（受付8:30～8:40）　　 しあわせの村 球技場
　　  1チーム5,000円（当日徴収）　　12チーム。組合せ抽選会は行いません
　　  18歳以上の20人以内によるチーム。投手を女性または50歳以上の男性とすること
「チーム名、代表者名、住所、電話番号、FAX番号」を明記のうえ
郵送・EメールまたはFAXで9月13日（金）までに　 まで
〒651-1195 鈴蘭台北町1-9-1
スポーツ推進委員北区連絡会「ふれあいソフトボール大会」係（北区役所まちづくり課内）
☎ 593-1111（代）/FAX 593 -1166　　  kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

昨年の夏期（平成30年6月～9月中）における山岳遭難事故
件数は4件で、本年7月末時点で6件発生している状況にあります。

1 知識・体力・経験に見合った山選びをしましょう
　 ・単独登山は控えましょう

2 登山計画の作成･提出をしましょう
 　・山へ登る時は必ず届出しましょう
 　・届出先は、家庭、職場等の他、県警本部地域課
　　又は入山地管轄警察署地域課等に提出しましょう

3 冷静な状況判断と慎重な行動をしましょう
 　・気象のチェック、体調管理
 　・装備品の点検（靴・非常食・ライト・雨衣等）

4 通信手段を確保しましょう
 　・スマートフォン（携帯電話）を携行しましょう
 　  予備バッテリーも忘れずに準備しましょう

有馬警察署からのお知らせとお願い

山岳遭難事故を防ぐための注意点

有馬警察署管内の山岳遭難事故発生状況

有馬警察署
☎ 981-0110

北 区役所からのお知らせ
9 月号 北区民広報紙

北神・


