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北区（南部） おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
3月14日（土）15:00～15:30
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
3月18日（水）11:00～11:30
0～2歳とその保護者（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
3月21日（土）14:30～15:00
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）
3月28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
3月の休館日 2日（月）、9日（月）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

善意銀行（1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》大西 光子、長永 敬子、北神仏教会
　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。

“小松英典バリトンリサイタル“
北神区文化センター記念イベント
日本が誇る世界的なバリトン歌手。
混声合唱のための歌唱メドレー「ふるさと
の四季」ほか
4月5日（日）14:00～
北神区民センター ありまホール
 一般
500人
【前売】3,000円  【当日】4,000円
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

千苅桜まつり
4月1日（水）～8日（水） 9:00～17:00
千苅貯水池広場
道場町観光協会（道場連絡所内）
☎ 985-2381  /FAX984-2010

3月11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歳以上の健康な人　　　　　80人（先着順） ※3月9日（月）締切
電話またはFAXで、住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・電話番号を記入し　 まで
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―会員募集説明会

4月4日（土）9:30～（受付9:00～）　　北区民センター4階競技場
区分 一般・50歳代・60歳代・70歳代の男女（年代別リーグ戦）
※一般の部は年齢を問いません。ただし学生は小学生（開催日時点）のみ
北区在住・在勤・在学の人　　500円（当日徴収）
往復ハガキ、EメールまたはFAX用申込用紙に参加者の出場別・住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を記入して下記まで。 ※3月16日（月）必着
※FAX用申込用紙は、区ホームページからダウンロードできます
〒651-1195 北区体育協会「卓球」係（区まちづくり課内）  
FAX 593-1166　　kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp
市イベント案内・申し込みセンター ☎ 333-3372

第8回 北区ふれあい卓球大会

兵庫税務署からのお知らせ（令和元年分確定申告について）
税 目 申告及び納期限 振替日（振替納税の場合）

振替納税をご利用でない場合は、申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付など
のお知らせはありませんので、金融機関や税務署で納期限までに納付してください。
コンビニで納付する場合は国税庁ホームページをご確認ください。

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って早春の八多路を歩こう！
3月27日（金）12:33～15:42
岡場駅バスターミナル④12:25発に乗車
して吉尾インター下車（約5kmのコース）
1人500円（バス代別途）
電話にて　 まで（先着30人）
八多連絡所
☎ 982-0002 /FAX 984-2008

募 集

申告所得税及び
復興特別所得税
消費税及び
地方消費税（個人事業者）
贈与税

３月16日（月）

３月31日（火）

３月16日（月）

4月21日（火）

4月23日（木）

兵庫税務署　☎ 576-5131 国税庁HP

手話について初歩から学べる講座
4月14日（火）～7月14日（火）
毎週火曜日18:30～20:30
北区民センター4階 なでしこ
北区在住・在勤・在学の15歳以上で初め
て手話を学ぶ人、基本的に全13回受講
可能な人
2,500円
【別途テキスト代3,000円+消費税】
電話またはハガキ・FAXにて住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入
のうえ　 まで ※3月19日（木）締切
区社会福祉協議会
☎ 593-1111（代） / FAX 593-9822
入門課程（前期）修了の方に限り引き続き
入門課程（後期：7月21日（火）～9月29
日（火））を受講できます。

令和2年度 北区手話講習会
入門課程（前期）受講生募集

「令和２年度 地域提案型活動助成」に関するご案内
「地域提案型活動助成」は区民自ら企画・提案し実施する、よりよい地域づくりのた
めの取り組みを支援する制度です。令和2年度より、申請期間や提案方法を以下の
とおり変更します。

【申請期間】令和2年3月下旬～9月下旬（※昨年度よりも期間を延長します）
【提案方法】書類による提案・審査（※令和2年度より、公開企画提案会は開催しません）
（※助成メニューやその他変更点など、詳細については4月号でお知らせします）

　  区まちづくり課　☎ 593-1111（代）

北区ふれあい卓球大会 検 索

鈴蘭台駅前広場にふさわしい時計台を寄贈いただきました。
時計台の寄贈に感謝し、後日、篤志者感謝状を贈呈します。
この篤志者感謝状は、公益のために本市に多額の寄附をなさ
れた個人・団体に対して贈られるものです。

鈴蘭台駅前では、再開発ビルや交通広場などを整備し
てきましたが、このたび、通勤・通学などの送迎や身
体障がい者のみなさんが利用できる一般車の乗降ス
ペースと、タクシー乗り場を備えた駅前広場を供用開
始します。引き続き、周辺道路の整備工事を進めてい
きます。

「神戸北ロータリークラブ」より
時計台を寄贈いただきました

都市整備課 ☎ 595-6765

区総務課 ☎ 593-1111

お 知 ら せ

北区（北神）

2019年度北神定例講座発表会
(無料・申込不要)
日頃の練習の成果をありまホールの舞台
で披露します。1～3階で講座作品も展示
します
3月14日（土）・15日（日）両日とも13:30～
北神区民センター ありまホール
一般
500人
北神区民センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

募 集

4月20日（月）13:30～16:30
北神区民センター 和室
マウスピース代500円と84円切手1枚
3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

催 し

一般車両通行ルート

凡例

鈴蘭台駅前広場 ※イメージ図

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
3月14日（土）11:00～11:30
2歳～（定員30人）

読書会
『宇喜多の捨て嫁』 木下昌輝 著
3月18日（水）10:00～12:00
一般（定員20人）

本の案内しよっ
inすずらん台 街の小さな図書館
大人向けの図書紹介
3月22日（日） 13:30～14:00
デイサービス すずらん亭 2階
大人（定員10人）

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
3月28日（土）15:00～15:30
幼児～大人（定員30人）

北図書館 2階 多目的室ほか
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
3月の休館日 2日（月）、9日（月）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）

※令和2年4月1日（水）より区民センターは、区文化センターに名称を変更いたします

TAXI

令和2年2月26日（水）14時から、
鈴蘭台駅前広場のロータリーが利用できます！

募 集

国税の納付手続き
について

北 区役所からのお知らせ
3 月号 北区民広報紙

北神・


