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お 知 ら せ
知っていますか?
ご当地体操「きたきた!元気体操」
子どもから大人まで皆で取り組める体操です。
ポイントを学んで、あなたの地域で広めてみませんか?

実施日 時 間 場 所
11月22日（金）
12月 2日（月）

14:00～16:00
（受付13:40～）

北区役所7階会議室
北神区役所５階健診室

健康運動指導士による講義・実技、
既存グループの活動紹介・情報交換など

10月8日（火）～先着順（定員70人）
市イベント案内・申込センター
☎ 333-3372

シルバー人材センター会員募集説明会
10月23日（水）14:00～（受付13:30～）
北神中央ビル702号室（岡場駅前）
区内在住の満60歳以上の健康な方
電話かFAX に住所・氏名（ふりがな）・性別・
生年月日・電話番号を記入し　 まで
100人（先着順） ※10月16日（水）締切
シルバー人材センター北区センター
☎ 596-3181 /FAX 594-5125

あじさいロードレース
令和2年1月25日（土）9:30～14:00
しあわせの村 運動広場およびその周辺
　　  全種目700円（申込手数料含む）
市立中央体育館HP内の「地域スポーツク
ラブ」の中にある「あじさいロードレース」
にて申込  ※個人：11月11日（月）、
　　　　  　団体：10月31日（木）締切
神戸市立中央体育館 検 索

市立中央体育館  ☎ 341-7971

こうべ健康ウォーク（無料・申込不要）
秋になりました。紅葉の美しい有馬温泉へ
ハイキングに出かけませんか。地域の方によ
る豚汁のふるまいと有馬温泉病院による「まち
の保健室ありま」もあります。

10月26日（土）10:00～（9:30～受付開始）
五本松公園（神戸電鉄岡場駅下車徒歩5分）
市イベント案内・申込センター
☎ 333-3372 /FAX 333-3314
   （当日専用 ☎ 090-1714-0840）

★コース（約5km）
五本松公園

太陽と緑の道

有馬地域福祉センター

有馬温泉駅 ゴール

★参加賞として
有馬温泉にちなんだ
景品をプレゼント

スタート

●『かやぶき民家の三つのおもてなし』
～「おと （音）・お昼・お茶」～
モスラズダンスによるトロンボーンカル
テット、茅葺きについて語る、地域の味
を味わう、お菓子を楽しむプログラム
11月10日（日）11:00～15:00
大前家茅葺き住宅（道場町日下部83-1）他
　　  1,000円　　下記②へ
メールまたは電話にて　 まで（先着35人）

茅葺き屋根とふれあう月間2019
●北区歴史フェスinあいな里山まつり
源氏と平家にゆかりのある「あいな里山
公園」で北区の歴史についての講談・
講演のほか農村歌舞伎の上演会を実施。
10月12日（土）9:45～14:30頃
あいな里山公園
　　  無料（別途公園の入園料が必要）
右記①へ

●茅場でのススキ細工つくりと
　季節の味を楽しむ

茅場の見学とススキ細工の作製と季節の甘味
10月26日（土）13:00～15:00
谷家茅葺き古民家の「みんなの茅場」晴耕園
そば（道場町塩田118）
　　  500円　　右記②へ
メールまたは電話にて　 まで（先着15人）

●かやぶきJAZZライブ

〔同時開催:茅葺き屋根修繕見学会〕
トランペッター横尾昌二郎クインテット
withゲストシンガー平野翔子によるジャ
ズライブおよび茅葺き屋根修繕見学会
<ジャズライブ>
11月2日（土）13:30～16:00
<茅葺き屋根修繕見学会>
11月1日（金）13:30～15:30
11月2日（土）10:00～12:00
山下家茅葺き古民家（有野町有野3697）
　　  ジャズライブ900円、茅葺き見学無料
9月25日（水）～専用フォーム
（http://www.kayabuki-jazz.live）にて
申込（先着100人）　　右記③へ

●下谷上農村歌舞伎上演会
神戸すずらん歌舞伎、六甲丹生かぶきに
よる上演と、園田学園女子大学名誉教授
の田辺眞人氏による講演
11月3日（日・祝）12:30～16:00
下谷上農村歌舞伎舞台
（山田町下谷上字砂川39）
　　  無料　　下記①へ

①市イベント案内・申込センター
☎ 333-3372/FAX 333-3314
②NPO法人神戸茅葺きネットワーク
☎･FAX 078-951-1354
　 nob.omae@amber.plala.or.jp
③有野茅葺古民家保存会かやぶきジャズ係
☎ 984-3788、090-8881-5611（携帯）

各
問
い
合
わ
せ

茅葺民家の保全・活用に
関する取り組みや各種
イベント情報などを発信

＜神戸かやぶき古民家倶楽部＞
神戸の茅葺民家に関する
ポータルサイト

＊～郷愁のトランペット～＊

★赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。【期間】 10月1日（火）～3月31日（火）
寄せられた募金は、北区内の子育て世代の交流や高齢者のふれあい活動など、
地域福祉活動に取り組んでいる団体や福祉施設などに配分されます。

善意銀行（8月分）
みなさまからの善意の寄付を北区の
地域福祉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・・・坂田 まゆみ
ご寄付いただきありがとうございました。

募 集

北区（南部）
催 し

六條八幡宮・流鏑馬神事（やぶさめしんじ）
10月13日（日）11:30～
六條八幡宮（山田町中宮ノ片57）
六條八幡宮　☎ 581- 2187

神戸なんでも行政相談所（無料）
登記、年金、税、遺言などの無料相談を開催
10月23日（水） 13:00～16:00
（15:30受付終了）
コアキタマチショッピングセンター1階
セントラルコート（日の峰2丁目6）
兵庫行政評価事務所
☎ 331-9096 /FAX 333-7919 

すずらんホールコンサートVol.56
プロ演奏家による声楽・ピアノ・トロン
ボーンのクラシックコンサート
10月27日（日） 14:00開演
すずらんホール
　　  大人1,500円 
　　  中・高等学生1,000円
　　  小学生以下（5歳以上）500円
北区民センター
☎ 593-1150 /FAX 593-0014

北区ボランティア交流会

11月17日（日）10:00～13:00
北消防署 4階研修室
マウスピース代500円と84円切手1枚
10月8日（火）～ 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!心肺蘇生法第3回市民セミナー（無料）

県立ひょうごこころの医療センター主催

高齢者の精神疾患
　　  精神科医長：小田 陽彦 氏
11月6日（水）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

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
10月12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
『橋を渡る』　吉田修一 著
10月16日（水）10:00～12:00
北図書館 2階 多目的室
一般（定員20人）

北図書館だより（無料・申込不要）

北図書館　☎ 592-7573/ FAX 595-1297
10月の休館日　7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

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
10月25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
10月26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）

北区（北神） 募 集
催 し

ジャズの街神戸で、時代を越えてうけつ
がれてゆく名曲の数々 !
10月19日（土） 開演13:30～
北神区民センター ありまホール
　　  【前売】一般 800円
　　　　　　友の会受講生 700円
　　　　　　高校生 300円
   　  【当日】1,000円
北神区民センター
☎ 987-3400/FAX 987-3444

第7回北神JazzLive

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
10月12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
絵本の読み聞かせ、手遊び
10月16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）

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
10月19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）
10月26日（土）11:30～12:00
北神図書館 おはなしの部屋
4歳～（定員30人）

第36回 北神土曜シネマ

「献茶式」
11月2日（土）10:00～
善福寺
「副席」
11月2日（土）、3日（日・祝）
9:00～15:00（受付終了）
有馬グランドホテル雅中庵、念仏寺、温泉寺
「点心席」
11月2日（土）、3日（日・祝）
11:00～14:00
有馬の工房、点心席表示の飲食店
有馬温泉観光案内所
☎ 904-0708 /FAX 903-2233

第70回 有馬大茶会

北神図書館
☎ 981-8210/ FAX 981-8220
10月の休館日　7日（月）、15日（火）
21日（月）、28日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

口の中もがんになる
～歯、無しにならないための話～
　　  市立医療センター 中央市民病院
歯科口腔外科部長：竹信 俊彦 氏（手話通訳有）
オーラルフレイルチェック同時開催
12:00～13:30（時間指定有・抽選70人）
11月9日（土）
14:30～16:00（開場14:00）
北神区民センター ありまホール
氏名、連絡先を　 まで（先着400人） 
※10月28日（月）締切
北区社会福祉協議会
☎ 593-1111（代） /FAX 593-9822

第9回神戸市北区健康講座（無料）

「女たちの都」
出演:大竹しのぶ、遠藤憲一ほか
11月2日（土） 開演①10:30～、②13:30～
北神区民センター ありまホール
　　  【前売】一般 800円
　　　　　　友の会受講生 700円
   　  【当日】1,000円
北神区民センター
☎ 987-3400/FAX 987-3444

基調講演
　　  mottoひょうご 栗木 剛 氏
講演後、ボランティア同士の交流会有
11月8日（金）
13:00～16:00（受付12:30～）
しあわせの村 研修館
・北区・北神ボランティアセンターに
  登録されている人
・ボランティア活動に関心がある人
　　  200円（茶菓子代として）
氏名・連絡先を　 まで ※10月21日（月）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）

北 区役所からのお知らせ
10 月号 北区民広報紙
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