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記号の
見方

お 知 ら せ

募 集

北区絵画コンクール作品展
小学生が見つけた「北区の好きなところ」をテーマとした作品展

【北神区民センター】※応募作品全て展示　　11月30日（土）～12月10日（火）
【ベルスト鈴蘭台3階】 ※受賞/入選作品のみ展示

12月12日（木）～12月20日（金） ※最終日は13:00まで
市イベント案内・申込センター 
☎ 333-3372（受付時間9:00～21:00年中無休）

COPD（慢性閉塞性肺疾患:別名たばこ病）の生活習慣病があるのをご存知ですか?
この機会にご自身の肺年齢を測ってみましょう。
特に喫煙歴のある人は、ぜひご参加ください。足指力・体組成も測れます!!
※呼吸器機能を測る器具で調べます
※すでに呼吸器症状（咳や痰等）があり、受診されている人は主治医にご相談ください
12月12日（木）①13:30～14:15 ②14:15～15:00 ※どちらかの時間をご予約ください
北区役所5階 健診・教室スペース　　20歳以上（定員70人）
11月8日（金）～ 市イベント案内・申込センター 
☎ 333-3372（受付時間9:00～21:00年中無休）

北区（南部）
催 し

募 集

神戸北地域安全住民大会
神戸北警察署警察官表彰
　　  「子供と女性の犯罪被害防止について」
　　  兵庫県警察本部生活安全部
　　  生活安全企画課  弓指 直也 氏
11月12日（火）14:00～
北区民センターすずらんホール
1階多目的ホール
神戸北防犯協会 ☎ 592-3231（代）

ふらっとホーム開設記念イベント
～アロマセラピーで
　　　　　日ごろの疲れをリフレッシュ～

不登校・引きこもりの人の居場所を開設
アロマの効用を学び、アロマスプレーを作り
ます。ご自身を癒す香りを見つけませんか？
11月27日（水）14:00～16:00
北区役所6階ボランティアルーム
300円
（定員8名、申込多数の場合は抽選）
　 北区社会福祉協議会
　 ☎ 593-1111（代）
　※11月22日（金）締切

北図書館だより（無料・申込不要）

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

秋の古民家で朗読ライブ
「朗読シアターKOBE」による朗読劇
11月9日（土）13:30～15:00
 茅葺民家内田家住宅
（鈴蘭台西町6-8-8）
一般（定員50人）

大人のためのおはなし会
一般むけのお話会。
耳で聴くお話をどうぞ。
11月14日（木）10:00～12:00
北区民センターすずらんホール1階
多目的ホール
一般（定員50人）

読書会
『幸せなひとりぼっち』
フレドリック・バックマン 著
11月20日（水）10:00～12:00
北図書館 2階 多目的室
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
11月22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
11月23日（土・祝）15:00～15:30
北図書館 2階 多目的室
幼児から大人（定員30人）

北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
11月の休館日　5日（火）、11日（月）
18日（月）、25日（月）

北区（北神）
募 集

おはなし会（3グループ合同）
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
11月2日（土）15:00～15:30
3歳～（定員30人）

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
11月16日（土）14:30～15:00
5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
11月20日（水）11:00～11:30
0～2歳児とその保護者（定員20組）

ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
11月23日（土・祝）11:30～12:00
4歳～（定員30人）

おおぞうふれあいエコハイキング

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館
☎ 981-8210/ FAX 981-8220
11月の休館日　5日（火）、11日（月）
18日（月）、25日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

11月23日（土・祝）
10:30～（10:00受付開始）※小雨決行
イオンモール神戸北 宝くじ売場前（B1入口）
150人（応募者多数の場合は抽選）
弁当、水筒、雨具、帽子など
大人300円 小学生以下100円
往復はがきまたはFAXで参加者の住所、
氏名、参加人数、電話番号を記入し　 へ
※11月13日（水）必着
おおぞうふれあいエコハイキング実行委
員会（大沢連絡所内）
☎ 954-0301/FAX 950-7000
共催 イオンモール（株）、イオンリテール（株）、 
　　  JA兵庫六甲大沢支店ふれあい委員会

　　  辻井 いつ子氏
　　  （ピアニスト辻井伸行氏の母）
11月30日（土）14:00～16:00
（13:30開場）
北神区民センター ありまホール
400人（応募者多数の場合は抽選）
※11月15日（金）締切
住所、氏名、連絡先等を下記申込フォーム
または電話かFAXで　 まで
※車いすスペース、磁気ループ席のご希
望は申し込み時にお申し出ください
（手話通訳、要約筆記あり）
※当選者には入場整理券をお送りします
11月21日（木）発送予定
市イベント案内・申込センター
（受付時間9:00～21:00年中無休）
☎ 333-3372
FAXでの申込先
593-6232（北区役所総務課）

北区絵画コンクール 検 索
【税に関する小学生の書道展】
期間11月9日（土）～11月17日（日）　　　谷上駅ドームギャラリー

兵庫納税協会 ☎ 577-2066 / 兵庫税務署総務課 ☎ 576-5132

【消費税軽減税率制度説明会】
11月7日（木）、11日（月）、20日（水）、28日（木）
12月5日（木）、12日（木）、16日（月）いずれも14:00～15:00
兵庫納税協会（兵庫区水木通2-2-3）※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください
兵庫税務署 ☎ 576-5131（音声案内に従って「2」を選択）

【源泉所得税の年末調整説明会】
11月26日（火）　1回目10:00～12:00、2回目13:30～15:30
神戸文化ホール大ホール（中央区楠町4-2-2）
北区・兵庫区の源泉徴収義務者（会社等で、源泉徴収事務を行っている人）
※各回終了後、消費税軽減税率制度説明会開催（説明時間30分）
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください
兵庫税務署法人課税第1部門（源泉担当） ☎ 576-1378

制度の説明や各事業所の活動内容の紹介と個別相談を行います。お子さんの発達に
関する悩み、子育てで不安に感じていることなどお気軽にご相談ください。
区内在住の子育て中の保護者、教育・保育関係者など

【北神地域】
11月19日（火）10:00～12:00
北神中央ビル7階 702号室
（藤原台中町1-2-1）

9月18日（水）に区内女性最高齢者「井上 千代野
（いのうえ ちよの）」さん（109歳）と、区内男性最
高齢者「新谷 太作（しんたに たさく）」さん（105
歳）を澤田北神担当区長が訪問してお祝いしまし
た。これからも元気でお過ごしください。

肺年齢を測ってみませんか?（無料）

「税を考える週間」（11月11日～17日） ※今年のテーマ「くらしを支える税」

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所説明会（無料）

区内の高齢者への表敬訪問

「国税庁の取組」や「税に関する情報」については、国税庁のホームページで紹介しています

すずらん音楽フェスティバル2019
（申込不要）

来場者全員による「歌声喫茶」風ステージ
とアマチュア出演者による「オープンス
テージ」の2部構成による参加型コンサート
11月30日（土）13:30開演
北区民センターすずらんホール 大ホール
500円
　 北区民センター
　 ☎ 593-1150/ FAX 593-0014

北区人権講演会「明るく、楽しく、
あきらめない生き方」
（無料・要入場整理券）

12月5日（木）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84円切手1枚
11月8日（金）～ 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

催 し

【南部地域】
11月29日（金）10:00～12:00
北区役所7階 大会議室

主催 北区自立支援協議会こども部会

申込フォームは
こちら

きた障害者地域生活支援センター
☎ 596-6336/ FAX 596-6337

「最期の忠臣蔵」
出演：役所広司、佐藤浩市ほか
12月7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

令和記念版ありまホール映画サロン

11月25日（月）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500円（バス代別途）
先着30人
　 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
「変わり麦」のプランター栽培に挑戦！

12月14日（土）14:00～試験開始
（13:00受付開始）
上大沢ふれあい会館
受験資格 小学生以上
出題形式 マークシートによる択一式
大沢の自然、風土、歴史、文化等に関する知識
大人1,000円 中学生以下500円
（当日会場で徴収）
参加賞 大沢産いちご1パック
（成績優秀者には別途プレゼントあり）
FAXで住所、氏名、性別、生年月日、中学生
以下は学年、電話・FAX番号を記入し  へ
※11月29日（金）必着
大沢ふるさと検定実行委員会
（大沢連絡所内）
☎ 954-0301 /FAX 950-7000

第4回 大沢ふるさと検定

催 し

北 区役所からのお知らせ
11 月号 北区民広報紙
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