
…日時　　…内容　　　…対象　　…場所　　…メール　　…料金
…定員　　…持ち物　   …募集　　…電話　   …申込み　　…問い合わせ

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
1月11日（土）11:00～11:30
2歳～（定員30人）

読書会
『遥かなる城沼』　安住洋子 著
1月15日（水）10:00～12:00
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
1月24日（金）10:30～11:00
0～2歳とその保護者（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
1月25日（土）15:00～15:30
幼児～大人（定員30人）

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
1月11日（土）15:00～15:30
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
1月15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
1月18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）
1月25日（土）11:30～12:00
4歳～（定員30人）

第9回新春恒例「もちつき大会」（無料）

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館
☎ 981-8210/ FAX 981-8220
1月の休館日 1日（水・祝）～3日（金）、
6日（月）、14日（火）、20日（月） 、
27日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

もちつき体験（先着50人）、ぜんざい無料
配布（先着200人）、ビンゴ大会　　　
1月12日（日）9:30～ 12:00
北神区民センター ありまホール、駐車場
一般 300人
北神区民センター
☎ 987-3400/FAX 987-3444

【あじさい賞】自治会・婦人会活動、社会事業活動などを通じて長年にわたり地域や市政の
発展と住民福祉の増進に貢献してきた人に贈られます。
・岸上 清子さん（南五葉1丁目自治会長）
・田中 和彦さん（鈴蘭台第2団地自治会長）
・山下 政司さん（道場町連合自治会長）
・岡田 孝久さん（八多町自治協議会長）
【地域活動賞】生活環境や地域福祉の向上、社会教育の
分野などで地域に貢献している団体に贈られます。
・山田町婦人会（酒井 和子会長）　・大池婦人会（吉岡 利美会長）

あじさい賞・地域活動賞 受賞おめでとうございます 市内在住の小学生で、保護者が労働等のため昼間いない家庭の児童
各施設の受け入れ学年等、入会に関する情報は市ホームページでご確認のうえ、
不明な点は各施設にお問い合わせください
4月1日（水）～翌年3月31日（水）（日曜日、祝日、年末年始を除く）
【平日】放課後～17:00　【土曜】 9:00～17:00
【学校休業日（土曜を除く）】8:30～17:00　※19時まで延長あり
【基本利用料】月額4,500円　【延長利用料】月額1,500円（1時間毎）
【別途おやつ代】月額1,500円（各放課後児童クラブにて徴収）
1月15日（水）～2月15日（土）に、直接希望する施設へ。
学童保育コーナーは午後のみ受付。現在利用中の方も、改めて申し込みが必要です。

放課後児童クラブ入会希望者募集
募 集

申告会場は大変混雑します。申告書はe-Tax（電子申告）でご提出ください。
●スマホで見やすい専用画面・・・スマホ専用画面を利用できる方の範囲が広がります。
●e-Taxで手続き完結・・・ 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマー
トフォン」をお持ちの人は、e-Taxで送信できます。また、マイナンバーカード対応のスマート
フォン等をお持ちでない人も、「ID・パスワード方式」によりe-Taxで送信できます。
詳細は国税庁HPをご確認ください。

確定申告はスマートフォンで!

1月26日（日）開演13:00～
北区民センター すずらんホール
【主催】 神戸ノースライオンズクラブ
【共催】 北区南地区中学校校長会
神戸ノースライオンズクラブ事務局
（月・水・金10:00～16:00）
☎ 303-8855/FAX 303-8859

第15回北区南地区中学校
吹奏楽部発表会（無料）

八多町バス（はたっこバス）に乗って
とんど焼きに参加しよう
八多町の伝統行事。
しめ縄、書き初めなどをお持ちください。
ぜんざいのふるまい（先着30人）あり
1月16日（木）13:50～15:20
岡場駅バスターミナル④ 13:25発に
乗車して八多ふれあいセンター下車
無料（バス代別途）
　 八多連絡所 
☎ 982-0002 /FAX 984-2008

「認知症」講演会～認知症に
なっても安心して暮らせるまち～
　　  湊川短期大学准教授　中島 桜子
1月27日（月）14:00～15:45
北神中央ビル7階702号室
（藤原台中町1-2-1）
北区在勤在住の人
80人 ※先着順
　 1月8日（水）～1月21日(火)
　 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）

北神みそづくり講習会
「北神みそ」の作り方の指導を受けた後、
各自で作り、持参容器に詰めて持ち帰る。
2月23日（日・祝）① 9:30～ 11:30　
                    　　②13:30～ 15:30
各回30人（応募多数の場合は抽選）
ＪＡ兵庫六甲本店 ふれあい会館
（有野中町2-12-13）
1口（4㎏）3,000円 ※複数口申込可
電話番号、希望時間、参加人数、口数を
記入のうえ、往復ハガキで下記へ
※1月27日（月）必着
〒651-2124 
神戸市西区伊川谷町潤和1058
JA兵庫六甲西神文化センター
☎ 974-2801
北農業振興センター
☎ 982-2810/FAX 982-0479

催 し

北図書館 2階 多目的室
北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
1月の休館日 1日（水・祝）～3日（金）、
6日（月）、14日（火）、20日（月） 、
27日（月）

募 集

2月16日（日）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
1月8日（水）～ 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

987-2010
982-3728
592-3768
954-0307
982-3729
594-8645
583-8850
220-4565
981-5402
595-1119
583-0252
593-2289
951-4020
951-7221
982-3569
741-9880
982-4594

◎上記児童館・学童保育コーナーのほか、市の助成を受けて地域で自主的に運営している
　学童保育所があります。問い合わせは直接下記の学童保育所・児童館へ。

神戸市管工事会館
（兵庫区下沢通3-4-25）

開設期間（相談受付時間） 会 場
2月17日（月）～3月16日（月）
9:00～16:00

確定申告
会場

国税庁HP
※注1 土・日・祝日は開設していません
※注2 混雑状況により、相談受付を早めに終了する場合があります
　 兵庫税務署 ☎ 576-5131（代）

神戸市 学童保育一覧 検 索

有野児童館
有野台児童館
泉台児童館
大沢児童館
大池児童館
小部児童館
桂木児童館
鹿の子台児童館
からと児童館
北五葉児童館
広陵児童館
桜の宮児童館
道場児童館
西山児童館
八多児童館
ひよどり台児童館
藤原台児童館

593-3751
581-1919
591-3154

591-3154

南五葉児童館
箕谷児童館
小部学童保育コーナー
小部学童保育コーナー
すずかぜ分室

592-3723
581-3041
592-8550
581-5564
583-3700
986-2874
581-5195
951-7221
982-4594
220-4565
595-1119
982-3728

君影学童保育コーナー
甲緑学童保育コーナー
鈴蘭台学童保育コーナー
谷上学童保育コーナー
筑紫が丘学童保育コーナー
長尾学童保育コーナー
花山学童保育コーナー
西山学童保育コーナー
藤原台学童保育コーナー
鹿の子台学童保育コーナー
北五葉学童保育コーナー
ありの台学童保育コーナー

◎募集放課後児童クラブ　問い合わせは直接下記の児童館・学童保育コーナーへ。

ザ・ベンチャーズサウンド
コンサートbyFIRE2020
早春をあの懐かしいベンチャーズサウンドで！
1月26日（日）開場13:30 開演14:00～
北神区民センター ありまホール
一般 350人
【前売】800円
【当日】1,000円、友の会受講生700円
　　　高校生300円、中学生以下無料
北神区民センター
☎ 987-3400/FAX 987-3444

かやぶき茶話会の開催
茅葺きや古民家を維持し、残し続けるため
には住む・使う等の活動が必要です。
お茶とお菓子でゆったりしながら、古民家
の活用について学びませんか。
2月8日（土）13:00～15:00
大前家住宅（道場町日下部83-1）
500円 ※定員20人（先着順）
【後援】北区役所まちづくり課
　 1月20日（月）～2月7日（金）
NPO法人神戸茅葺きネットワーク
nob.omae@amber.plala.or.jp
☎・FAX 951-1352

ススキの刈取りと火入れ
日頃経験できないススキの作業。
昼食に猪汁とおにぎりを用意しています。
2月16日（日）10:00～15:00
（雨天時は次週に延期）
谷家住宅茅場「みんなの茅場」晴耕園そば
（道場町塩田118）
500円（子ども無料）※定員20人（先着順）
【後援】北区役所まちづくり課
　 1月27日（月）～2月7日（金）
NPO法人神戸茅葺きネットワーク
nob.omae@amber.plala.or.jp
☎・FAX 951-1352

募 集

簿記・情報・ファイナンシャルプランナーの
資格取得をめざす人、および生涯の学習の場
を求めている人の募集説明会（4月編入学生）
第1回1月20日（月）19:00～
第2回1月25日（土）11:00～
第3回1月29日（水）17:00～
第4回2月  2日（日）11:00～
　 　 県立長田商業高等学校
　　  情報・経理専修コース
　　  ☎ 631-0616
　     ※各回前日までに要申し込み

社会人対象スキルアップ講座
説明会参加者募集（要申込）

080-2412-0982
958-0125

星和台学童保育所
好徳児童館

959-0073
592-7253

淡河児童館
頌栄児童館

催 し

北 区役所からのお知らせ
1 月号 北区民広報紙

北神・


