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善意銀行

《金銭》
 大西 光子、長永 敬子、西本 静代、
《物品》
 植井 喜久子、小林 譲次、西本 初美
コープこうべ第4地区本部
ご寄付いただきありがとうございました。

８月15日（土）に鈴蘭公園、エコール・リラ1
階広場で開催を予定しておりました「精霊
送り」は新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、開催を中止いたします。
精霊送りに持ち込む予定であった供物等の
回収については、次のとおりです。
いつも利用しているクリーンステーション
の決められた曜日に指定袋に入れてお出し
ください。（仏具等は紙に包むなどご協力く
ださい）
※指定袋に入らない場合は大型ごみ受付
センター（☎392-7953平日9：00～16：00）へ。
※供養を望まれるものは各人で供養を済ま
せてください。
　 市事業・イベント案内センター
　☎333-3372 FAX333-3314

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

北

北神

お知らせ！募 集

催し

6月分・順不同・敬称略

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
8月8日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

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
8月28日(金)10：30～11：00
0～2歳児とその保護者　　5組

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

「あなたの写真で北区の農業を
PR！」第２弾

貸農園利用者募集（半年間）

北区の農村風景や農畜産物を写した
写真を募集しています。ご協力いただ
いた方にはエコバッグをプレゼント！
「北区の農産物」、「北区の農業」、「北区
の農村風景」など
第2弾のテーマは「夏（7～9月）」

北区役所まちづくり課
☎593-1111(代) FAX593-1166

北神図書館だより（無料・申込み不要）
ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
8月22日(土)11：30～12：00
4歳～　　5組

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

8月の休館日
3日(月)、11日(火)、17日(月)、24日(月)、
31日(月)

8月の休館日
3日(月)、11日(火)、17日(月)、24日(月) 、
31日(月)

第50回北区民ふれあいグラウンド・
ゴルフ大会
9月19日（土）10：00～（受付9：30～）
しあわせの村 運動広場
先着24チーム（144人）まで
※6人による団体申込み、もしくは個人申込みの
み（北区在住者以外は1チーム3人まで、個人は
北区在住者のみ）
1チーム 3,600円、個人参加 600円
（当日徴収）
FAXまたははがきに「チーム名（個人申
込みの場合は不要）・申込代表者（氏
名・電話番号・FAX番号）・6人全員の氏
名と性別・在住区」を記入して問まで
※7月27日（月）～8月28日（金）締切
スポーツ推進委員北区連絡会
「グラウンド・ゴルフ大会」係
（事務局：北区役所まちづくり課内）
〒651-1195 鈴蘭台北町1-9-1
☎593-1111（代） FAX593-1166
    kobekita-chikatsu@office.city.
kobe.lg.jp
※申込書ダウンロードは

子どもや女性に対する犯罪防止を主た
る目的として小学校通学路や主要駅周
辺に防犯カメラを設置します。令和2年
度は南部地域に、令和3年度は北部地
域に設置を計画しています。設置に先
立ち、南部地域の設置場所（案）を市
ホームページで公開します。

なお、北区役所まちづくり課でも資料
の閲覧ができます。ご意見等があれば
問までお寄せください。北部地域の設
置場所（案）は改めてお知らせします。

北区在住、在勤、在学の方
危機管理室
☎322-6238 FAX322-6031
　　kikikanri3_info@office.city.kobe.
lg.jp

北区で野菜作りが楽しめます。申込みの
詳細は市観光園芸協会のホームページで
8月1日（土）～14日（金）必着
市事業・イベント案内センター
☎333-3372 FAX732-0728

提出方法

期間

検索 神戸市 北区民グラウンド・ゴルフ大会

検索 神戸市防犯カメラ直営設置

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
成年後見支援センター
☎ 271-5321

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

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

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め電話相談での対応に変更しています

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。

昨年リニューアルオープンした神出山田自
転車道のつくはら大橋休憩所をリニューア
ルし、里山地域初の「BE KOBE」モニュメ
ントを設置しました。
そのほか、自転車を差し込んで止めることが
できる「語らいベンチ」や、自転車を差し込め
る「サイクリストの柵」なども整備しました。
ぜひ一度、自転車でお越しください。

問  人権推進課 ☎322-5234 FAX322-6048

問  道路計画課 
　☎595-6415 FAX595-6409

神出山田自転車道に里山地域初の「BE KOBE」モニュメント
が完成しました！

人権相談や啓発活動に長年尽力されています。受賞おめでとうございます。
法務省人権擁護局長感謝状　松本 多仁子さん

人権擁護委員の表彰
まつもと た に こ

①SNSで投稿した写真を提示
「#農す神戸」「#northkobe」の
ハッシュタグをつけて写真を投稿
②プリント写真を提出

提出先 北区役所まちづくり課
北神区役所まちづくり課

県民ボランタリー活動助成
～エントリー受付中～

8月31日（月）締切
※新型コロナウイルスの影響による助成要件の
　特例措置あり。
北区ボランティアセンター
☎593-9910（直）
北神ボランティアセンター
☎981-5377（代）

継続的にボランティア活動を行っている
法人格をもたないボランティア団体へ
の助成です（※要件があります）。助成申
請にはエントリーが必要です。詳細は問
まで。

県立神戸高等技術専門学院　
令和2年10月生募集

精霊送りの中止について

防犯カメラ直営設置のお知らせ

福祉調理コース
18歳以上の求職者（新規学卒者を除く）
8月3日（月）～28日（金）締切
県立神戸高等技術専門学院 募集担当
☎794-6630 8月1日（土）～21日（金）

KITA JOURNAL

※9月30日（水）締切


