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北・北神 区役所 TOPICS
日時 料金

電話☎
定員内容 対象場所

持ち物 募集 申込み 問い合わせメール

お知らせ！

募 集

北神図書館だより（無料・申込み不要）

おひざのうえのおはなし会
手遊びや読み聞かせ
12月16日(水)11：00～11：30
0～2歳児とその保護者　　5組

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
12月12日(土)15：00～15：30
3歳から　　5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）
12月26日(土)11：30～12：00
4歳～　　5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
12月19日(土)14：30～15：00
5歳～　　5組

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館 ☎981-8210 FAX981-8220

12月の休館日
７日(月)、１４日(月)、２１日(月)、２８日(月)、
２９日(火)、３０日(水) 、３１日(木)　

認知症サポーター養成講座（無料）
認知症について正しく理解するための
市民向け講座です
1月19日（火）１４：３０～１６：0０
北区役所７階大会議室
お住まいの区・氏名・年齢・電話番号を
記載し☎・FAXで問へ（先着順）
神戸市社会福祉協議会　
☎２００-４０１３ ＦＡＸ271-5366

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
1月28日（木）10：00～13：00
北消防署 4階研修室
マスク着用。体調不良者は参加不可
84円切手1枚
12月8日（火）～先着10人
北消防署救急隊
☎５９１-０１１９ ＦＡＸ５９４-１１１９

保育現場で活かすインリアル・
アプローチ（無料・要予約）全2回
気になる子どもへのやりとり（言語療法
など）を学ぶ
１月２０日（水）、２７日（水）
いずれも１３：００～１５：００
北区役所 7階 市民参画スペース
保育士、教員、児童館職員、放課後等デ
イサービス職員など
２０人（先着順）
※一つの職場から２人まで。１月１３日（水）締切
泉台児童館 ☎・FAX５９２-３７６８
　 izumidaijidokan@iris.eonet.ne.jp

市
民
相
談
（
無
料
）

市民相談(弁護士) 相続、借地・借家、金銭賃借、
相隣関係などの法律相談

市民相談(司法書士)
市民相談(行政書士)

行政相談 
(行政相談委員)

成年後見制度の 
利用手続き相談室

心配ごと相談

国など行政機関への意見・要望を受け付け、 
解決や実現の促進を図る

制度の仕組みや利用手続きの流れについて

民生委員・児童委員等が心配ごと等の相談に
応じ、助言や専門機関等へ橋渡しを行う

所有権移転、相続などの各種登記手続き

毎週水曜/13：00～16：00

第2・4木曜/13：00～16：00
自筆による遺言書・遺産分割協議書の作成 第1木曜/13：00～16：00

第3木曜/13：30～15：30

毎週火曜/13：30～16：00

第2・4木曜/14：00～16：00

第2水曜/13：30～16：00

北区役所7階
市総合コールセンター
☎333-3330 
(受付時間9：00～21：00)

兵庫行政評価事務所
☎ 331-9096

北区社会福祉協議会
☎ 593 -1111(代) FAX 593-9822 
北区社会福祉協議会 北神事務所
☎ 981-5377(代) FAX 940-5444

7人(先着順) 要
（電話・WEB予約）

左記時間内で
先着順

（15:00まで受付）

左記時間内で
先着順

（15:30まで受付）

不要
（15:30まで受付・

予約可）

北神区役所2階(受付)

北神区役所2階

北区役所7階

北区役所6階

北区役所6階

4人(先着順)

5人(先着順)

6人(先着順)

種 類 内 容 場 所 定 員 予 約 問 い 合 わ せ日時※祝休日および年末年始を除く

北図書館だより（無料・申込み不要）
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
12月12日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

読書会
『コンビニ人間』村田沙耶香著
12月16日(水)10：00～12：00
一般　　15人

県立神戸高等技術専門学院 
令和3年4月生募集
【1  年】  CAD/CAM加工、電気制御、印刷
　　 　  総合技術、インテリアリフォーム、総
　　 　  合ビジネス※
【6カ月】 福祉調理※

仕事に就くために知識・技術を身につけ
たい人（※は、新規学卒者を除く）
12月9日（水）～1月2１日（木）
県立神戸高等技術専門学院　
☎794-6630

北図書館2階 多目的室
北図書館 ☎592-7573 FAX595-1297

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
12月25日(金)10：30～11：00
0～2歳児とその保護者　　5組

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
12月26日(土)15：00～15：30
幼児～大人　　5組

12月の休館日
７日(月)、１４日(月)、２１日(月)、２８日(月)、
２９日(火)、３０日(水) 、３１日(木)　

北

北神
催し

催し

北区ふれあいフェスタ2021
障がい者による芸術作品展
３月６日（土）、７日（日）9：00～18：00
ベルスト鈴蘭台3階 すずらん広場

北区在住・在勤の心身に障がいのある
人、または北区内障害者支援施設等の
サービスを利用している人

所定の申込書（区健康福祉課、きた/たに
がみ/ほくしん障害者地域生活支援セン
ターで配布）に記入の上、２月５日（金）ま
でに郵送・FAXで問 まで
きた障害者地域生活支援センター
（〒651-1114 鈴蘭台西町1-26-2）
☎５９２-１３７１ FAX５９２-１３８１

北建設事務所 ☎９８１-５１９１ FAX９８２-１４８８

募集作品  絵画・書道・写真・陶芸・織物・ 
             手芸など（規格あり）

時間  神戸電鉄鈴蘭台駅の始発から終電まで
神戸電鉄鈴蘭台駅改札前

道路の凍結防止剤を配布します（自治会・管理組合対象）
１２月からは、路面が凍結する恐れがあります。凍結防止剤を配布しますので、必要な自治会や管理組合
の各代表者は配布場所で受け取ってください。（1袋10kgと25kgの2タイプを用意、最大70kgまで）

神戸電鉄鈴蘭台駅に
図書の返却ポストが設置されました
市立図書館では、読み終えた本を次の方に早く提
供できることや、返し易くなることが、借り易さにつ
ながるように、神戸電鉄鈴蘭台駅に市内5カ所目の
返却ポストを設置しました。
通勤、通学の途中や買物等に出かけたついでに気軽
に本をお返しいただけます。是非、ご利用ください。
※年末年始（12月28日～1月4日）はご利用いただけません

※公道のみ使用可、宅地内や私道には使用しないでください※凍結防止剤の返却は受け付けておりません※固まっ
ても品質に問題はありませんので、砕いてご使用ください※受け取り時の車等への運搬はご自身でお願いします

中央図書館 ☎371-3351 FAX371-5046

県立青雲高等学校
令和3年度入学生募集

県内在住または在勤で義務教育を修了した人

2月22日（月）～3月1日（月）
※2月23日（火・祝）、27日（土）、28日（日）は除く
面接日：3月7日（日）または8日（月）
編入・転入は1月上旬に問へ
県立青雲高等学校
☎６４１-４２００ FAX６３１-９０５８

特徴  通信制・単位制・普通科高校

必要経費  年間2～3万円程度

配布場所
北建設事務所 平日

平日
土日祝
平日

8：45～17：30
8：45～17：30
8：45～17：30
8：45～17：30各出張所

北区役所
まちづくり課
時間外受け付け

配布時間

返却ポスト返却ポスト

ベルスト鈴蘭台

作品募集についてあじさい賞・地域活動賞 受賞おめでとうございます
【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。
・淡路 忠幸さん（鈴蘭台東自治会長）
【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。
・泉台婦人会（吉本 昭子会長）　
・百合が丘婦人会（髙尾 ひろ子会長）

KITA JOURNAL


