
北区民広報紙 12月号  2018年［平成30年］　  K I T A  S T O R Yき た

12月の
北 区 情 報 ひ ろ ば

       

催　し

募　集

淡河「しめ縄つくり・お正月の祝い方」
教室（無料）
 日時 12月8日（土）10：30～
 場所 淡河地域福祉センター
 　申 ☎にて問まで（12月7日（金）締め切り）
 　問 淡河地域福祉センター ☎959-0668

北区ふれあい綱引き大会
 日時 1月26日（土）9：00～16：00
 場所 北神戸田園スポーツ公園体育館
 料金 一般の部1チーム2,000円、小学生の
　　 部1チーム1,000円
 編成 1チーム6人。8人まで選手登録可能。
      （先着35チーム）
 種目 一般の部（男女混合、ただし男子4人
      以内）・小学生の部（学年性別不問）
 　申 北区HP内イベント申し込みサイトへ。
       詳細は
       12月20日（木）締切
 　問 市イベント案内・申込センター 
       ☎333-3372

第8回クリスマスコンサート（無料）
 内容 近隣小・中学校吹奏楽部によるコンサート
 日時 12月15日（土）13：00～（開場12：30）
 場所  北神区民センター ありまホール
 　問 北神区民センター 
           ☎987-3400 Ⓕ987-3444

第9回クリスマスコンサート（無料）
 内容 各種団体による劇・コンサート
 日時 12月16日（日）14：00～（開場13：30）
 場所  北区民センター すずらんホール
 　問 北区民センター ☎593-1150 Ⓕ593-0014

北区ふれあいバドミントン大会
 日時 1月20日（日）9：00～
 場所  北区民センター 4階競技場
 資格  区内在住・在勤・在学・在クラブ
 種目  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）
 試合  各クラス当日にペアを組み替えて、
 方法　1人あたり3～4試合行います
　　　※人数によりクラス編成変更あり
 料金  一般（大学生以上）1,000円、高校生
　　  以下500円 ※当日支払い
 定員  70名（応募多数の場合は抽選）
 　申 北区HP内イベント申込サイトへ。
　　  詳細は
　　　1月11日(金）締切
 　問 市イベント案内・申込センター
           ☎333-3372

北区ふれあいフェスタ2019（無料）
 内容 障がい者による芸術作品展の作品募集
 日時 2月16日（土）～17日（日）9：00～18：00
 場所  イオンモール神戸北1階 
        さざんかコート（上津台8-1-1）
 対象  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
 募集  絵画・書道・写真・陶芸・織物・手芸など
       （規格あり）
 　申 所定の申込書（区健康福祉課・きた/たに
　　 がみ障害者地域生活支援センターで配 
        布）に記入の上、1月18日（金）までに郵
         送・Ⓕで問まで
 　問 きた障害者地域生活支援センター
        （北五葉1-13-1）☎596-6336 Ⓕ596-6337

有馬温泉 入初式（いりぞめしき）
 日時  1月2日（水）10：00～12：00
 場所  温泉寺～有馬小学校講堂～温泉寺
     問 有馬温泉観光案内所
         ☎904-0708 Ⓕ903-2233
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 日時 1月13日（日）14：00～16：30（13：30開場）
 場所 北神区民センター ありまホール
 定員 490人（先着順）
     申 ☎またはWEBでイベント名、住所、代表者氏名、電話番号、参加人数（1組
　　 4人まで）を問まで。12月7日～1月4日まで受付。手話通訳をご希望の場合
　　 は申し込み時にお申し出ください。ご来場案内の送付は
　　 行いませんので、特に連絡がない限り、当日は会場受付
　　 へ直接お越しください。
     問 市イベント案内・申込センター 
       ☎333-3372

 問 市総合コールセンター ☎333-3330

 問 北建設事務所 ☎981-5191 Ⓕ982-1488

県立青雲高等学校4月入学生募集
 特徴  通信制・単位制・普通科高校
 対象  県内在住または在勤で義務教育を修了  
        した人
 必要経費  年間2～3万円程度
 日時 出願期間：2月18日（月）～25日（月）
       ※2月19日（火）・23日（土）は除く
       面接日：3月3日（日）・4日（月）
       編入・転入は1月上旬に問へ
 　問　　県立青雲高等学校
       ☎641-4200 Ⓕ631-9058

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
 日時 1月20日（日）10：00～13：00
 場所  北消防署 4階研修室
 持物 マウスピース代500円と82円切手1枚
 　申   12月8日（土）～（先着20名）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

神戸高等技術専門学院平成31年度
4月生募集
 募集  【1年コース】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カ月コース】⑥福祉調理
 日時  募集締め切り：1月24日（木）、見学会あ
　　  り※要予約
        試験日：⑤・⑥コース 1月31日（木）、① 
        ～④コース 2月1日（金）
 　問　　県立神戸高等技術専門学院
       ☎794-6630 Ⓕ794-6637

園田学園女子大学名誉教授の田辺眞人さんと講釈師の旭堂南海さんに北区の歴史
について語っていただきます。お気軽にご参加ください。

11月中旬より、バスの利便性を高めるため、
バス停の付近に無料駐輪場を設置していま
す。通勤・通学・お出かけの際にご利用くだ
さい。
場所：星和台南バス停
　　 (山田町藍那字手垣）
台数：30台 

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、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）

※サイクル＆バスライドとは、ご自宅などの出発地から自転車でバス停まで行き、バスに乗り換えて目的地へ
　向かうことです

※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、受け取り者でお願いいたします

た な べ ま こ と きょくどうなんかい

配布場所

北建設事務所

各連絡所

配布時間

北区役所
まちづくり推進課
時間外受付

平日

平日
土・日曜、祝日
平日

8：45～17：30
（12：00～13：00を除く）

8：45～17：30
8：45～17：30
8：45～17：30

善意銀行  《金銭》個人　大西 光子、長永 敬子
《金銭》団体　特定非営利活動法人 輝みどり

 ご寄付いただきありがとうございました

10月分・五十音順・敬称略
『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』

募金箱　43カ所

はたっこバスに乗って「竹食器としめ
縄づくり・とんど焼き」体験（２日間）
 日時 ①竹食器としめ縄づくり
        12月13日（木）13：50～15：20
        ②とんど焼き
　　　１月15日（火）13：50～15：20
 場所 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
 料金 500円（①②両方で）1日目に現地徴収
 定員 30名（先着順）
 　申 ☎にて問まで 
 　問 八多連絡所☎982-0002 Ⓕ984-2008

北区小学生ふれあいドッジボール大会
 日時 2月16日（土） ※午前・午後の部あり
 場所  北神戸田園スポーツ公園体育館
 対象  原則として区内の小学4年生（人数調
        整等による小学3年生の加入も認める）
 料金  1チーム2,000円
 編成  1チーム10人。20人まで選手登録可能。
 　申 北区HP内イベント申込サイトへ。
        詳細は
         12月20日（木）締切
 　問 市イベント案内・申込センター
        ☎333-3372

小学校オープンスクールのお知らせ（申込不要）
 日時 1月22日（火）9：30～11：30
 場所 就学先の市立小学校
 対象 平成31年4月入学予定児童と保護者
 　問 市イベント案内・申込センター 
       ☎333-3372 Ⓕ333-3314

北区歴史講演会（参加無料）

神戸サイクル＆バスライド

北区ふれあいバドミントン大会 検索

神戸市北区ドッジボール大会 検索

神戸市北区綱引き大会 検索

道路の凍結防止剤を配布します
（自治会・管理組合対象）

●ご利用イメージ

神戸サイクル＆バスライド 検索


