
募 集

人権擁護委員の表彰
人権相談や啓発活動に長年尽力されています。
受賞おめでとうございます。

…日時　　   …内容　　　…対象　　  …場所
…定員　　   …持ち物　　…種目　　  …電話
…メール　   …申込み　　…問い合わせ 6月25日（火）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）※6月20日（木）締切り
シルバー人材センター北区センター
☎ 596-3181 / FAX 594-5125

シルバー人材センター会員募集説明会

ひきこもり・不登校の方をサポートするボランティア
の基礎講座
6月13日（木）、20日（木）、27日（木）
いずれも14:00～16:00
北区役所
 13日・20日は5階会議室①、27日は6階ボランティアルーム
20人（無料） ※先着順（3回とも受講可能な方優先）
区社会福祉協議会
☎ 593-1111（代） / FAX 593-9822

寄り添いボランティア養成講座（全3回）

第1回市民セミナー（無料）
ひょうごこころの医療センター主催

～才能としての～ おとなの発達障がい
　　  県立ひょうごこころの医療センター 院長：田中 究
7月18日（木）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

●法務省人権擁護局長感謝状　　　　扶蘇 郁雄 さん

●全国人権擁護委員連合会長表彰　　松本 多仁子 さん

ふ　そ 　 いく お

まつもと   た　に　こ

善 意 銀 行（4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・・・庄野 昌博

　　　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。
人権推進課 ☎ 322-5234 / FAX 322-6048

北区（南部） 北区（北神）
募 集募 集

北神JAZZ Liveワインコンサート
「ジャズとワインの夕べ」

ジャズのライブ感あふれるワインコン
サート（全席指定150席）
一般（150人）※20歳以上
6月1日（土）17:30～  開演
北神区民センター ありまホール
　　  前売3,000円 当日3,500円
　　  （ワインとミニオードブル付）
北神区民センター
☎ 987-3400 /FAX 987-3444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
　 6月8日（土）11:00～11:30
　 2歳～（定員30人）
父の日工作会
　 お父さんへのプレゼントをつくります
　 6月9日（日）11:00～11:30
　 幼児～小学生とその保護者（定員10組）
※整理券配布

読書会
『物語のおわり』湊かなえ著
6月19日（水）10:00～12:00
一般（定員20人）

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
6月22日（土）15:00～15:30
幼児～大人（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
6月28日（金）10:30～11:00
0～2歳児とその保護者（定員15組）

7月21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82円切手1枚
6月8日（土）～  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

北図書館2階 多目的室
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
6月の休館日
3日（月）、10日（月）、24日（月）
※蔵書点検のため
　12日（水）～17日（月）休館

北図書館だより（無料・申込不要）

コンサート＆ホタル鑑賞の夕べ
八多中学校吹奏楽部と神戸北ジュニア
バンドの演奏、地元野菜販売のあと八多
川を舞うホタルを眺める会
6月8日（土）18:30～20:00
八多ふれあいステージ（八多町附物393-1）
八多連絡所
☎ 982-0002/ FAX 984-2008

すずらん煌（きらめき）まつり（無料）
北区連合婦人会・北区連合民踊部・NPO
煌めぐみが主催する地域イベント
一般（500人）
6月15日（土）
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6回ハワイアンフラ
合同発表会（無料）
北神区民センター、北区民センター、キミヨ・
フラ・ハラウの講座生が練習の成果を披露
一般（500人）
6月16日（日）12:00～  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

おはなし会
　 ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
　 6月8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
6月15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
　 6月19日（水）11:00～11:30
　 0～2歳児と保護者（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）
6月22日（土）11:30～12:00
4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
6月の休館日
3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って姫黒豆プランター栽培体験
姫黒豆（小粒黒豆）を植えてプランターを
持って帰ろう
6月25日（火）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（現地徴収）
先着30人
　 八多連絡所
☎ 982-0002 /FAX 984-2008

第21回どろんこ
バレーボール神戸大会
緑豊かな大沢町の田んぼで、どろんこに
なりながらバレーボールを楽しみましょう。
8月4日（日）
8:30～（受付）、10:00（開会） ※雨天決行
道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢
入り口前の転作水田
1チーム6～10人（試合は6人制）、
中学生以上で審判のできるチーム
108チーム（応募者多数の場合は抽選）
　  　1チーム8,000円
　　  （参加チームには振込用紙を送付）
※汚れても良い服装で参加してください。
　仮設の更衣室・シャワー・トイレを
　用意しています
ハガキかFAXで代表者の住所・氏名・
電話番号・チーム名・参加者名を記入し、
〒651-1522 大沢町上大沢1335大家方
「おおぞうどろんこバレーボール実行
委員会事務局」まで。※7月5日（金）必着
おおぞうどろんこバレーボール
実行委員会事務局
大家喜八郎
☎ 954-0660/FAX 954-0660
（携帯）090-4494-6641
大沢連絡所
☎ 954-0301/FAX 950-7000

胸のレントゲン健診を
受けましょう!!（無料・申込不要）
6月26日（水）受付時間14:15～16:00
有馬温泉旅館協同組合駐車場
今年に入ってから胸のレントゲン撮影を
受けていない方、特定健診を受けた方も
受けられます。
北神保健センター
☎ 981-8870

お 知 ら せ

記号の
見方

北 区役所からのお知らせ
6 月号 北区民広報紙

北神・


