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記号の
見方

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
4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
4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
4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）
4月25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
4月の休館日 6日（月）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

善意銀行（2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》大西 光子、長永 敬子

　　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付いただきありがとうございました。

竹林散策とタケノコ取り
5月24日（日）10:00～12:00
大沢町ぜんにゅう展望公園
（集合場所などは別途案内）
小学生以上（定員100人）
【大人】500円 【小・中学生】100円
はがきまたはFAX に住所・電話番号・
参加者全員の氏名・年齢を記入し、
〒651-1522 大沢町上大沢1335
大家喜八郎（FAX 954-0660）まで
※4月24日（金）必着
　（応募多数の場合は抽選）
北農業振興センター　☎ 982-2810

「八多町バス（はたっこバス）」に
乗って八重桜見学ウォークと
八多太鼓体験
八多川沿いの野路の春を満喫し、太鼓の
試し打ちも体験できます。
4月22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
無料（バス代別途）
電話にて　 まで（先着30人）
八多出張所
☎ 982-0002 / FAX 984-2008

北区（北神）

第8回北神コーラスフェスティバル
(無料・申込不要)
地域の男声・女声・混声コーラスが日ごろ
の練習の成果を披露します。
4月12日（日）13:00～
北神区文化センター ありまホール
500人
北神区文化センター
☎ 987-3400 / FAX 987-3444

募 集

子育ての経験を活かして、児童館で子育
て支援をしていただける人を募集
保護者向け講座実施時の託児
（シッティング）など
有野児童館（有野中町2-20-19）
3回（①5月27日（水）②6月中旬（未定）
③6月24日（水）いずれも午前中）の
研修をすべて受講できる人
※75歳まで活動可能
　 まで電話
※4月30日（木）締切
有野児童館　☎ 987-2010

有野児童館
子育てシニアサポーター募集

催 し

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
4月11日（土）11:00～11:30
北図書館 2階 多目的室
2歳～（定員30人）

読書会
『空飛ぶタイヤ』 池井戸 潤 著
4月15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
4月24日（金）10:30～11:00
北図書館 2階 多目的室
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
4月25日（土）15:00～15:30
北図書館 2階 多目的室
幼児～大人（定員30人）

人形劇公演グループ「ぱくぱく」
ボランティアグループによる人形劇
4月29日（水・祝）11:00～12:00
北区文化センター
すずらんホール 多目的ホール
幼児～大人（定員70人）

北図書館
☎ 592-7573/ FAX 595-1297
4月の休館日 6日（月）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）

障がいのある子どもたち・配慮の必要な
子どもたちの学校生活をお手伝いする活
動に関心のある人を対象にした講座
※北神でも6～7月に同じ講座を開催予定
①5月13日（水）10:00 ～ 12:00
②5月20日（水）   9:30 ～ 11:00
③5月27日（水）10:00 ～ 12:00
北区役所７階会議室 ※学校見学あり
20人 申込多数の場合は抽選（3回とも
受講可能な人優先）※4月30日（木）締切
区社会福祉協議会
☎ 593-9910 / FAX 593-9822

スクールボランティア入門講座
（無料・全3回）

募 集

5月20日（水）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
4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

※令和2年4月1日（水）より各連絡所は出張所に、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

　 申請用紙に必要事項を記載の上、　 まで持参
※申請用紙を含む「利用の手引き」は、区まちづくり課や各出張所などで配布します
　（区ホームページからもダウンロード可）
※今年度より、新たな地域活動を始めやすいように申請期間を半年間設けることとし、
　例年開催している公開企画提案会は開催しません ※9月30日（水）締切
　 【南部エリアでの活動の場合・助成制度全般に関する問い合わせ】
　 北区役所まちづくり課　☎ 593-1111（代）
　 【北神エリアでの活動の場合】北神区役所まちづくり課　☎ 981-5377（代）

「令和2年度 地域提案型活動助成」の募集
「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。
区内に活動拠点を有する団体（営利を主目的とする団体などは対象外）

＜助成メニュー＞

【テーマ指定型助成】
本市の指定するテーマに沿った活動に
対して重点的に支援。
テーマ 「駅前のにぎわいづくり活動」
● 助成金額：上限35万円/年

【一般助成】
「地域課題の具体的な解決に向けた活動」
や「地域の活性化を図るために今後継続
的に行おうとする活動」の初動期を支援。
● 助成金額：上限25万円/年

国勢調査は調査員の皆さんの力で成り立っており、北区で約1,000人を募集しています。
初めての人でもできるお仕事なので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
【業務期間】8～10月
【  資  格  】原則20歳以上（令和2年8月7日時点）で、責任をもって業務に取り組める人
【  報  酬  】1調査区（約50世帯）当たり3万5千円程度
　　　　　  ※世帯数・回収状況に応じて変動

職務を通じて北区の安全な地域社会づくりに貢献されている警察官と、その活動を支える
ご家族に贈られました。
【有馬警察署】 中田 洋嗣 巡査長　　【神戸北警察署】 堀金 洋 巡査部長
　 区総務課　☎ 593-1111（代） / FAX 593-6232

長年にわたり火災などの災害から区民を守るために活躍され、その功績が著しい消防
団員への感謝として、北区連合自治協議会、神戸市北防火安全協会の2団体から「北防
災の賞」が贈られました。
【有馬支団 第2分団】 副分団長 森本 潤子さん
【有野支団 第6分団】 団員 金田 浩さん　　　【道場支団 第1分団】 団員 山脇 敏永さん
【大沢支団 第1分団】 団員 東岡 威和雄さん 　【淡河支団 第7分団】 団員 形木原 久典さん
　 北消防署　☎ 591-0119 / FAX 594-1119

小学生以下対象の「福祉乗車証（磁気カード）」の有効期限は4月末までです。
早めの交換をお願いします。
※現在、福祉乗車証（ICカード）の交付を受けている人は交換の必要はありません
※現在、福祉乗車証（磁気カード）の交付を受けている人で令和2年4月から中学生になる
人については、現在の磁気カードをICカードと交換します

【必要なもの】①現在使用中の磁気カード ②印鑑（スタンプ印不可） ③手帳など
● 身体障害者1～4級：身体障害者手帳   ● 知的障害者：療育手帳
● 精神障害者：精神障害者保健福祉手帳
● 母子世帯：ひとり親家庭等医療費受給者証または児童扶養手当証書
　 市総合コールセンター　☎ 333-3330 / FAX 333-3314

福祉乗車証（磁気カード）の交換のお知らせ

● 期間 4月1日（水）～　※旧乗車証をなくされた人は4月30日（木）～
場 所 交換時間（受付）

北区役所

北神区役所 北神中央ビル2階保健福祉課あんしんすこやか係

障害者手帳を
お持ちの人

母子世帯

北区役所6階（5番窓口）
健康福祉課あんしんすこやか係 8:45～17:15

（12:00～13:00および
　土・日・祝日を除く）

北区役所6階（7番窓口）
こども家庭支援課

国勢調査員を募集しています

北の守り賞　受賞おめでとうございます

第35回 北防災の賞　受賞おめでとうございます

北区 地域提案型活動助成 検 索

右記の申込フォームまたは　 まで
区総務課 国勢調査担当　☎ 593-1111（代）

申込
フォーム
こちら

※予算の範囲内で助成対象経費について交付します なか　た　　ひろ つぐ ほりかね　ひろし

もり もと　じゅん こ

かね　だ　 ひろし

ひがしおか　 い　わ　お かた　ぎ　はら　ひさ のり

やま わき　とし ひさ

北 区役所からのお知らせ
4 月号 北区民広報紙
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