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第8回新春恒例「もちつき大会」（無料）
 内容 もちつき体験(先着50人）、ぜんざい無料配布
　　　（先着300人）、ビンゴ大会
 日時 1月14日（月）9：30～12：00
 場所 北神区民センター(ありまホール、駐車場）
 　問 北神区民センター
　　  ☎987-3400 Ⓕ987-3444
       
六條八幡宮 厄除祭（やくよけさい）
 日時 1月19日（土）
        厄除祭11：00～ 福娘餅撒き14：30頃～
 場所  六條八幡宮（山田町中宮ノ片57）
 　問 六條八幡宮 ☎581-2187

北神みそづくり講習会
 内容 「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ります。
 日時 2月24日（日）①9：30～11：30 
       ②13：30～15：30
 定員  各回30人（応募者多数の場合は抽選）
 場所  JA兵庫六甲本店 ふれあい会館
　　 （有野中町2-12-13）
 料金  1口（4㎏）3,000円 ※複数口申込可
 　申 希望時間、口数、人数を記入のうえ○往で        
        〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤
　　  和1058（西神文化センター内）
　　　JA兵庫六甲神戸地域事業本部
　　　※1月28日（月）必着
 　問 北農業振興センター
           ☎982-2810 Ⓕ982-0479

第８回北区健康講座（無料）
 日時 2月9日（土）13：30～16：00（開場13：00）
 内容   13：30～14：15 健康チェック（物忘れ、肌年
　　　齢、血管年齢）
　　　14：30～16：00 講演「満足いく睡眠がと
　　　れていますか？～大人も子どもも、いびきは
　　　健康の黄信号～」（手話通訳あり）
 講師 順天堂大学大学院教授 谷川 武氏 
 対象  一般（400人先着順）
 場所  北区民センター すずらんホール
 　申 氏名、連絡先を問まで
 　問 区社会福祉協議会 
　　  ☎593-1111（内線421） Ⓕ593-9822
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　　　　　記号の見方
◯は…はがき　○往…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○直　…直接　□申　…申し込み
□問　…問い合わせ　Ⓗ… 神戸市北区  　検索

　

 問 区総務課 ☎593-1111（代） Ⓕ593-6232

 問 兵庫税務署 ☎576-5131（代）
       　

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 2月23日（土）13：30～16：30
 場所  北神区民センター 和室
 持物 マウスピース代500円と82円切手1枚
 　申   1月8日（火）～（先着20人）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

放課後児童クラブ入会希望者募集
 対象  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
　　　  ※高学年の受け入れ状況や入会に関する情報は
　　　　市ホームページをご覧のうえ、各施設にお問い合わ
　　　　せください。

 日時  平成31年4月1日（月）～翌年3月31日（火）
        （日曜・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
 料金  【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）
 　申   １月15日（火）～2月15日（金）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。
 　問　　こども青少年課
       ☎322-5210 Ⓕ322-6043

善意銀行
11月分・五十音順・敬称略

◉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。

◉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。

注1 いずれの会場も、土・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
※北市税事務所において、2月1日（金）～3月15日（金）の間（土・日・祝日を除く）、
　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

たにがわたけし

開設期間（相談受付時間） 会場名
アスタくにづか5番館南棟2階
（長田区二葉町5-1-1）
※譲渡所得及び贈与税の申告相談は行っておりません

神戸市管工事会館6階
（兵庫区下沢通3-4-25）
三田市総合文化センター郷の音ホール
（三田市天神1-3-1）

第14回北区南地区中学校吹奏楽部
発表会（入場無料）
 日時 1月27日（日）開演13：00～
 場所 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 北区社会福祉協議会、北区南地区中学
　　 校校長会
 　問 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 Ⓕ303-8859

ザ・ベンチャーズサウンドコンサート
by FIRE
 内容 青春時代がよみがえる迫力のベンチャーズ
　　 サウンドをあなたに！
 日時 1月27日（日）開演14：00～
 場所 北神区民センター ありまホール
 対象 一般
 料金 （前売）一般800円、友の会受講生700円
　    （当日）一般1,000円、高校生300円
 　問 北神区民センター
        ☎987-3400 Ⓕ987-3444

第５回市民セミナー（無料）
 内容 発達障害ってなんだろう？
　　   ～特徴と関わり方～
 日時 2月19日（火）14:00～15:30
 場所 県立ひょうごこころの医療センター内　 
        ひかりの森ホール
 対象 一般
 申問 県立ひょうごこころの医療センター
        ☎581-1013 Ⓕ581-1005

市民法律相談(要予約・無料）
区役所7階

毎週水曜
12：30～16：00

第2・4水曜
13：00～16：00

9人（先着順）
（うち弁護士相談先着7人）

7人（先着順）
（弁護士との相談のみ）

北神支所2階

日
時

場
所

定
員

申 市総合コールセンター
　 ☎333-3330(受付時間9：00～21：00）

（祝休日及び年末年始を除く）

神戸市　学童保育一覧 検索

内原 政男さん（桜の宮市住34号棟自治会長）
奥谷 夏一さん（有野町大池自治会長）
中川 隆輔さん（鈴蘭台第1団地自治会長）
松本 町子さん（鈴蘭台第4団地2号棟自治会長）
森上 克己さん（市営山の街団地自治協議会長）
松本 啓二さん（東下自治会長）

鈴蘭台婦人会
道場町婦人会

2月12日（火）～2月15日（金）
（9：30～15：00）

2月18日（月）～3月15日（金）
（9：00～16：00）

2月21日（木）～3月4日（月）
（9：30～15：30）

 《金銭（個人）》
大西 光子、長永 敬子
《金銭（団体）》
鈴蘭台東コープ委員会
西すず夏まつり実行委員会
 ご寄付いただきありがとうございました

『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』

放課後児童クラブ
問い合わせは直接下記連絡先へ。

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へ。

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
南五葉児童館
箕谷児童館
小部学童保育コーナー
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
有野台学童保育コーナー

981-5402
595-1119
583-0252
593-2289
951-4020
951-7221
982-3569
741-9880
982-4594
593-3751
581-1919
591-3154
592-3723
581-3041
592-8550
581-5564
583-3700
986-2874
581-5195
951-7221
982-4594
220-4565
595-1119
982-3728

星和台学童保育所
好徳児童館
淡河児童館
頌栄児童館

080-2412-0982
958-0125
959-0073
592-7253

987-2010
982-3728
592-3768
954-0307
982-3729
594-8645
583-8850
220-4565

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

あじさい賞・地域活動賞 
受賞おめでとうございます

兵庫税務署からのお知らせ 
平成30年分確定申告書作成会場のご案内

場 所
日 時

定 員

市民相談（司法書士）(要予約・無料）
所有権移転、相続などの各種登記手続き
に関する相談。

区役所7階
第2・4木曜13：00～16：00
（祝休日及び年末年始を除く）
6人（先着順）

申 市総合コールセンター
     ☎333-3330(受付時間9：00～21：00）


