
２月１７日（土）　１４：３０～１６：００
北神区民センター　ありまホール
テーマ「笑って歌って防ごう！認知症」
　　　（手話通訳あり）
講演①「笑って忘れよう認知症！」 
　　　 出演：落語家　桂 三幸 氏
講演②「認知症が進む原因ってお薬かも？
　　　 ～かかりつけ薬剤師に聞いてみよう～」 
　　　 講師：うたごえ薬局　管理薬剤師・
　　　　　  声楽家(元劇団四季)
　　　　　  小倉 佑樹 氏
氏名、連絡先を電話かFAXで  　      まで。
定員４００人。２月１３日（火）締め切り。
区社会福祉協議会　☎５９３‒１１１１（代）　ＦＡＸ５９３‒９８２２

第７回新春恒例「もちつき大会」
もちつきの体験、ぜんざいの無料配布。ホール
では親子で歌と踊りのお楽しみ会。
１月７日（日）９：0０～１２：００
北神区民センター　ありまホール
北神区民センター
☎９８７‒３４００　FAX９８７‒３４４４

所
日

問

六條八幡宮厄除祭
１月１９日（金）
厄除祭１１：００～、福餅まき１４：３０～
六條八幡宮（山田町中字宮ノ片５７）
六條八幡宮　☎５８１－２１８７

所

日

問

第２９回 すずらん映画サロン
『ゆずり葉の頃』

１月２０日（土）①１０：３０～、②１３：３０～
北区民センター　すずらんホール
当　日・・・大人１，０００円
　　　　小・中学・高校生５００円
前売り・・・大人８００円
　　　　講座受講生・友の会前売７００円
北区民センター
☎５９３‒１１５０　FAX５９３‒００１４

所
￥

日

問 神戸市ファミリー・サポート・
センター　協力会員養成講習会

地域で子育てを支える協力会員になってくださ
い（有償ボランティアです）
１日目　１月１６日（火）9:45～16:00
２日目　１月１９日（金）10:00～16:00
北神中央ビル　７階７０２号室
マウスピース代（500円）、マウスピースの
ある方は持参してください
電話で　 まで
神戸市ファミリー・サポート・センター　
☎335-6100

所

日

￥

申
問

問

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
２月２１日（水）１３：３０～１６：３０
北神区民センター　和室
マウスピース代５００円と８２円切手１枚
　北消防署救急係
☎５９１－０１１９　FAX５９４－１１１９
1月8日（月・祝）から先着20人

所
日

持
申 問

県立神戸高等技術専門学院
平成３０年４月生募集

　　　 
（１　年）①機械加工技術、②電気制御、③印
　　　  刷総合技術、④インテリアリフォーム、
　　  　⑤総合ビジネス
（６カ月）⑥福祉調理
いずれも１月２５日（木）募集締め切り。見学会
あり※要予約
　　   ⑤・⑥コースが２月１日（木）、①～④の
コースが２月２日（金）
県立神戸高等技術専門学院
☎７９４－６６３０　ＦＡＸ７９４－６６３７

募集コース

試験日程

問

募 集

日　時
場　所
内　容

申し込み

問い合わせ

問い合わせ

第７回 北区健康講座（無料） 北区情報ひろば北区情報ひろば

１月２１日（日）９：００～
北区民センター４階競技場
　   区内在住・在勤・在学・在クラブ
　　男女別、クラス別（ダブルス）
Aクラス＝上中級者、Bクラス＝初級者、Cク
ラス＝初心者
　  各クラス当日にペアを組みかえて、一人
３～４試合行います
※人数によりクラス編成変更あり
一般（大学生以上）1,000円、高校生以下
500円（当日支払い）
70人（応募多数の場合は抽選）
FAXか電子メールまたは往復はがきに、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、FAX番号、
種目クラスを記入して　 まで。申込用紙は
区ホームページからダウンロードできます。
１月12日（金）
区まちづくり支援課　〒651-1114　鈴蘭
台西町1-25-1
☎593-1111（代）　FAX593-1166
　 kobekita-chikatsu@office.kobe.lg.jp

所
参加資格

試合方法

種　目

日

定
申

￥

締
問

問

北区ふれあいバドミントン大会

「FIRE」で贈る第２回ベンチャーズコンサート
１月２８日（日）開演14：00
北神区民センター　ありまホール
当日８００円　前売り７００円　高校生３００円
北神区民センター
☎９８７‒３４００　FAX９８７‒３４４４

所
￥

日

問

ザ・ベンチャーズサウンドコンサート

２月２５日（日）１０：００～１３：００
ＪＡ兵庫六甲本店 ふれあい会館（有野中町２
丁目１２－１３）
（１口（４㎏）３，０００円、複数口申込可）
往復はがきに氏名、電話番号、参加人数、口
数を記入して、ＪＡ兵庫六甲神戸地域事業本
部（〒651-2124西区伊川谷町潤和１０５８(西
神文化センター内  ☎974-2801 FAX974-
4033)まで。１月２２日（月）必着（定員３０人・
応募多数の場合は抽選）
北農業振興センター
☎９８２－２８１０　FAX982-0479

所

￥

日

申

問

北神みそづくり講習会

第13回 北区南地区中学校
吹奏楽部発表会（無料）

１月２８日（日）１３：００～開演
北区民センター　すずらんホール
　神戸ノースライオンズクラブ
　北区社会福祉協議会・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　FAX303-8859

所
主催
共催

日

問

おぐら　　ゆうき

かつら  さんこう

北区青少年フェスタ（２月１８日（日）開催）の芸
術発表会の参加者を募集します。 ※北区青少
年による音楽演奏や舞踊など

若干数の団体を募集（審査あり）。
詳細は  　　　へ。
1月15日（月）締め切り
区青少年育成協議会事務局（区まちづくり支援課内）
☎593-1111（代）　FAX593-1166

申し込み

問い合わせ

問い合わせ

第７回 北区青少年フェスタ出演者募集

申告書の作成は国税庁ホームページで、提出は早めに郵送で！
※いずれの会場も土日祝日は開設していません
※混雑状況により、相談受け付けを早めに終了する場合があります

２月１日（木）～３月１５日（木）の間（土日祝日を除く）は北市税事務所で
作成済み申告書を仮収受していますのでご利用ください。

兵庫税務署　☎５７６－５１３１問い合わせ

兵庫税務署からのお知らせ
平成29年分確定申告書作成会場のご案内

２月５日（月）～２月１５日（木）
（９：３０～１５：００）
２月１６日（金）～３月１５日（木）
（９：００～１６：００）
２月２１日（水）～３月２日（金）
（９：３０～１５：３０）

アスタくにづか５番館南棟２階（長田区二
葉町５-１-１）
神戸市管工事会館６階
（兵庫区下沢通３-４-２５）
三田市商工会館５階
（三田市天神１-５-33）

開設期間（ 　　　　　 　） 会場名

※譲渡所得・贈与税の申告相談はできません

相談受け付け時間

各種相談（無料・秘密厳守） ※各相談とも祝日は実施しません
市民法律相談（要予約）
北区役所４階 北神支所

日時

定員

毎週水曜
１２：３０～１６：００

第２・４水曜
１３：００～１６：００

９人（うち弁護士相談
先着７人）

相談希望日の前週の木曜から当日１４：００
までに☎で　 まで（先着順） 
市総合コールセンター 
☎３３３‒３３３０(受け付け時間９：００～２１：００）

7人
（弁護士との相
 談のみ）

問
問

申

日時 場所
毎週火曜
１３：３０～１６：００

区社会福祉協議会
（区役所５階）

第２・４木曜
１４：００～１６：００

北神支所保健福祉課
（北神中央ビル２階）

区社会福祉協議会
☎５９３－１１１１（代） FAX593-9822

民生委員・児童委員が助言をしたり専
門機関への橋渡しを行います。 

心配ごと相談

問

日時 場所
第２水曜１３：３０～
１６：００（１５：３０までに
受け付け）

区社会福祉協議
会（区役所５階）

制度の仕組みや利用手続きの流れについ
て、市民後見人候補者が相談に応じます。 

成年後見人制度利用
手続き相談室　先着順（事前予約可）

区社会福祉協議会
☎５９３－１１１１（代） FAX593-9822

問

桂 三幸 氏

小倉 佑樹 氏

日時 場所

第３木曜１３：３０～１５：３０ 北区役所
４階会議室

上記時間内で先着順
区まちづくり推進課
☎５９３‒１１１１（代）　FAX５９３‒１１６６

公正・中立の立場から行政などへの苦
情や意見・要望を受け付け、解決や実
現の促進を図ります。 

行政相談（要予約）

問
申 （１５：００まで受け付け）
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