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記号の
見方

北区（南部）

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
2月8日（土）11:00～11:30
2歳～（定員30人）

読書会
『月の満ち欠け』 佐藤正午著
2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
2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
2月28日（金）10:30～11:00
0～2歳とその保護者（定員15組）

北区（北神）

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
2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
2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
2月19日（水）11:00～11:30
0～2歳とその保護者（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）
2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
2月の休館日 3日（月）、10日（月）、
17日（月）、25日（火）

北神図書館だより（無料・申込不要）

優秀警察官の表彰、演奏「八多保育園・神戸親和女子大学」
2月21日（金）13:30～（13:00から受付）　　 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
☎ 333-3372 / FAX 333-3314（イベントについての案内は年中無休 8:00～21:00）

第44回「北の守り賞」表彰式・北区民地域防犯交流会（参加無料・申込不要）

①あんしんすこやかルームの活動紹介と交流会
②体操（きたきた元気体操など）を学ぶ　　③作品展示・喫茶コーナー
※あんしんすこやかルーム…大規模で高齢化率の高い災害復興公営住宅などの住戸に設置。
　　　　　　　　　　　　　あんしんすこやかセンターのブランチ。
2月26日（水）14:00～16:00　　 北区役所7階会議室
区内在住のボランティア活動に関心のある人ならどなたでも可
区社会福祉協議会 ☎ 593-1111（代）

あんしんすこやかルーム交流会（参加無料）
募 集

催 し

市県民税申告書の提出は2月3日（月）からです

きたきたまつりを盛り上げてくれる団体を募集します。 
5月16日（土）12:00～17:00（予定）　　鈴蘭公園（南五葉5丁目1）
【出演団体募集】
　応募資格 メンバーの半数以上が北区内在住・在勤・在学で8人以上のグループ
　申込期間 2月3日（月）～28日（金）選考結果は代表者に連絡します。
【出店団体（露天商）募集】
　申込期間 2月3日（月）～25日（火）

きたきたまつりを応援していただける人を募集しています。
【ご協賛いただける方・地域団体】　　　　　　　【広告いただける店舗・企業】
●お名前を「きたきたまつりチラシ」に掲載  　　●広告を「きたきたまつりチラシ」に掲載
・北区内8万戸に新聞折込（朝日・毎日・読売・産経・神戸・日経）で配布します。
・きたきたまつり会場で来場者（約2万5千人）に配布します。
※3月9日（月）締切

　　  神戸まつり北区協賛会（区まちづくり課内） ☎ 593-1111（代）

第47回きたきたまつり出演団体・出店団体募集

第47回きたきたまつり 検 索

催 し

北図書館 2階 多目的室
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
2月の休館日 3日（月）、10日（月）、
17日（月）、25日（火）

募 集

北神区民センターありまホールでの恒例
のコーラスフェスティバルです
4月12日（日）13:30開演
北神区民センター ありまホール
10組程度（応募多数の場合抽選）
団体登録費3,000円+参加費1人200円
　 までFAX もしくは持参 
※2月29日（土）締切
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

第8回北神コーラスフェスティバル
出演グループ募集

受付場所 日 時

北区役所（5階 共用会議室1）

※上記の日時以外は表記場所での受け付けができないため、原則、新長田合同庁舎へ
　来ていただく必要があります
※今年度より、税務署へ提出する確定申告の受取り（仮収受）は行っていません
確定申告書等は、国税庁のホームページまたは最寄りの税務署で入手してください
また、確定申告の内容に関する質問や相談のある方は、税務署や税務署が開設する
確定申告会場でお問い合わせください
　 市民税課個人市民税2G北担当　☎ 647-9300（代） / FAX 647-9560

北区ふれあいフェスタ2020
(無料・申込不要)
障がい者による芸術作品展
体験コーナー (手話・缶バッジ作り)あり
2月15日(土)、16日（日）9:00～18:00
イオンモール神戸北1階さざんかコート
たにがみ障害者地域生活支援センター
☎ 582-4431/ FAX 582-4432

神戸竹フェス
神戸里山の「竹」の魅力を知ろう!
竹を食べて、作って、使おう!  「竹」の活用
に関する講演会とワークショップです。
2月24日（月・休）10:00～16:00
淡河宿本陣跡
3,000円（講演会・ワークショップ材料費・
昼食費込み）
　 まで電話 ※2月16日（日）締切
淡河宿本陣跡保存会
☎ 219-3460（10:00～16:00）

第7回みんなでわいわい
チャリティコンサート（入場無料）
ホールではコンサートやカラオケ、舞踊
など、ロビーではバザーやパフォーマン
スあり
3月1日（日）11:00～
北神区民センター ありまホール
500人
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って しいたけ栽培に挑戦しよう
菌床栽培とはひと味違う原木しいたけの
菌の打ち込み体験ができます
2月26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
500円（バス代別途）　　先着30人
八多連絡所
☎ 982-0002 /FAX 984-2008

北神合同就職面接会
北神および近郊に就業場所のある事業所
が参加する就職面接会
3月6日（金）13:00～15:30
北神区役所5階会議室
ハローワーク三田 ☎ 079-563-8609

2月3日（月）～3月16日（月）
9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く

北神中央ビル7階 702号室
2月10日（月）～2月14日（金）
9:30～11:30、13:15～16:00
ただし、2月11日（火・祝）を除く

3月7日（土）10:00～（受付9:30～）　　 しあわせの村 運動広場
1チーム6人もしくは個人参加（個人参加は主催者にてチーム編成）
※北区在住者以外は1チーム3名まで、個人は北区在住者のみ
先着48チーム（288人）まで　　 1チーム3,600円、【個人】600円（当日）
2月10日（月）までにFAX、メール、郵送にて下記内容を　 まで。
〔チーム名・申込代表者（氏名・電話・FAX 番号）・6人全員の名前と性別・在住区〕
〒651-1195 スポーツ推進委員北区連絡会（区まちづくり課内）
☎ 593-1111（代） / FAX 593-1166　 kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp

第49回北区民ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

親和中学校・親和女子高等学校の器楽部
によるフルオーケストラコンサート
2月9日（日）14:00開演
北区民センター すずらんホール
大人500円
講座受講生・友の会450円、高校生以下無料
北区民センター
☎ 593-1150 / FAX 593-0014

第6回 バレンタイン
オーケストラコンサート

北区民センター定例講座の音楽系講座を
中心とした受講生による発表会。
歌やコーラス、ダンスにウクレレ演奏と
バラエティに富んだコンサートです。
2月23日（日・祝）13:30～（13:00開場）
北区民センター すずらんホール
504人
北区民センター
☎ 593-1150 / FAX 593-0014

北区民センター2019年度
秋季講座 受講生合同発表会（入場無料）

募 集

3月15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
2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

北神ボランティア入門
①栗木剛氏（mottoひょうご事務局長）講演
②ボランティア活動の紹介と交流会
3月3日（火）・17日（火）全2回シリーズ 
13:30～15:30（予定）
北神区役所 5階第1大会議室
ボランティア活動に関心のある人
 　へ直接来所、または電話・FAX
※2月21日（金）締切 
区社会福祉協議会 北神事務所
（北神ボランティアセンター）
☎ 981-5377 / FAX 940-5444

きたきたまつり協賛・広告募集

詳細は、北区ホームページをご覧ください。

催 し

北 区役所からのお知らせ
2 月号 北区民広報紙

北神・


