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北神オータムフェスタ 2018
 内容 関西学院大学吹奏楽部及び地元小学
　　 生吹奏楽バンドと少年少女合唱団の公演
 日時 9月22日（土）14：30～
 場所 北神区民センター ありまホール
 料金 当日800円、前売700円
　　 友の会・受講生600円
 定員 500人
 　問 北神区民センター
　　　☎987-3400 Ⓕ987-3444

第3回 市民セミナー（無料）
 内容 認知症になったら ～どうしたらよい？
      関わり方とサービス
 日時 10月10日（水）14：00～15：30
 講師 看護師・認知症ケア専門士 平塚めぐみ
　　  精神保健福祉士 赤木和幸
 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
 　問 県立ひょうごこころの医療センター
　　　☎581-1013 Ⓕ581-1005

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 10月27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
 　問 北消防署救急係 
           ☎591-0119 Ⓕ594-1119
          9月8日（土）から先着20人

第2回 とりっぷing道場 参加者募集！！
 内容 道場町内の魅力ポイントをチーム（2  
       ～5名）で巡り、点数を競い合います。
 日時 10月8日（月・祝）10時～14時（雨天中止）
 場所 農村環境改善センター
 定員 50チーム程度（先着） 料金 1チーム1,000円
 申問 道場みらい隊 trip_ing_dojo@yahoo.co.
　　　jp又は、道場連絡所 ☎985-2381

民生委員・児童委員に関するお知らせ

長引く咳・痰は要注意！
結核は現代の病気です！

9月1日付で、下記の委員が新たに民生委員・児童委員に委嘱されます。（敬称略）

　全国で毎年約2万人の結核の発症が
あり、約2千人が亡くなっています。平成
28年の結核新規患者の約7割が60歳以
上の人で、特に80歳以上の人は結核新
規患者の約4割を占めています。
　特に神戸市の発生は多く、北区でもこ
の10年で約400人が発症し、近年は60
歳以上が8～9割を占めています。これら
のことから、高齢者の結核の発症が問題
視されています。
　結核は早期発見することで、人に感染
させることなく通院で治療できます。

　気になる症状が1つでも2週間以上続く
ときは、結核を疑い、迷わず受診し胸部Ⅹ
線検査と痰の検査を受けましょう。症状が
なくても年1回はかかりつけ医や健診を利
用して、胸部X線検査を受けましょう。
　神戸市が実施する胸部X線健診（結核
健診）は無料で受けられます。　　
※詳しくは、14面の保健だよりをご覧ください

六條八幡宮秋季例祭・神幸祭
 日時 9月16日（日）11：00～
 場所 六條八幡宮（山田町中宮ノ片57）
 　問 六條八幡宮 ☎581-2187

北区民ふれあいソフトボール大会
 日時 10月21日（日）9：00～17：00
　　　（受付8：30～8：40）
 場所 しあわせの村 球技場
 料金 1チーム5,000円
 定員 12チーム。組合せ抽選会は行いません。
 資格 18歳以上の20人以内によるチーム。
　　　投手を女性または50歳以上の男性と
　　　すること。
 　申 チーム名、代表者名、電話番号、FAX
　　 番号、住所を9月14日（金）までに まで
 　問 〒651-1114 鈴蘭台西町1-25-1
　　  区まちづくり支援課（ソフトボール担当）
　　 ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166
       　

催　し
道の駅オープン1周年記念 
中国雑技団ショー 特別無料公演
 日時 9月10日（月）～10月8日（月・祝）
        1日2回公演①11:00②15:00

）休定曜木週毎※（       
 場所 道の駅神戸フルーツ・フラワーパーク
      大沢 イベント広場
 　問 神戸ホテルフルーツ・フラワー
　　　☎954-1000 Ⓕ954-1020

第6回 北神Jazz Live
 内容 ジャズの街神戸で、時代を越えて受け
　　  継がれてゆく名曲のかずかず！
 日時 9月8日（土）13：30開演  定員  500人
 場所 北神区民センター ありまホール
 料金 大人前売800円、当日1000円
　　 友の会・受講生前売700円、高校生300円
 　問 北神区民センター ☎987-3400 Ⓕ987-3444
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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

　

◉INFO 再開発ビル情報 ◉Event イベント

再開発ビルは橋上駅舎となる神戸電鉄「鈴蘭台駅」と3階
部分で接続される利便性の高い立地にあります。ビルの中
には区役所、商業・飲食テナントなどの多彩な業種が入居
し、鈴蘭台周辺の賑わいが期待できます。

７階　総務課、まちづくり推進課、まちづくり支援課、
　　  市民参画スペース
６階　健康福祉課・北保健センター、こども家庭支援課、
　　  生活支援課、北区社会福祉協議会、ワークサポートきた
５階　北市税事務所、北衛生監視事務所、健診・教室スペース
４階　市民課、保険年金医療課、会計窓口
３階　スーパーマーケット、ドラッグストア、旅行代理店、カフェ
２階　クリニック、金融機関、調剤薬局
１階　金融機関、理容院、布団・衣類販売、化粧品、
　　  靴修理・合鍵、 クリニック、カフェ、和菓子屋、
　　  丼・定食店、写真、洋菓子販売店、花屋、クリーニング屋

1フロア案内
駐車場
　収容台数 119台　
　利用時間 24時間
駐輪場
　収容台数 113台　
　利用時間 24時間

2駐車場及び駐輪場

現在の東改札口と西改札口は新駅舎の
完成で１カ所に集約されます。現在の南
改札口は新駅舎完成後も利用できます。

4鈴蘭台駅改札口

3交流スペース「すずらん広場」

まちの賑わいづくりの拠点とな
る再開発ビルオープンに併せ、
イベントを開催します。
〈開催日〉
　平成30年9月25日（火）
〈場所〉
　交流スペース「すずらん広場」
〈内容〉
　神戸鈴蘭台高校や神戸親和女子大学などによ
　るステージイベントが行われます。
　また神戸鈴蘭台高校編集部が作成した再開発ビル
　のオープンに関する「号外新聞」も配布されます。
　※詳細については、9月中旬にHPでご案内します

1駅前まちびらきセレモニー

鈴蘭台駅前の飲食、物販店
などお得なクーポンのつい
た商店をはじめ、医療機関
や銀行など約200店舗が、
業種ごとに掲載された冊子
を9月25日より配布します。
是非冊子を片手に鈴蘭台の
まちを楽しみましょう。

2元気アッププロジェクト

鈴蘭台駅と再開発ビルが繋がる3階に
は、待ち合わせや憩いの場所として利用
できる交流広場ができます。

北区民ソフトボール大会 検索

地区 担当

山の街

山の街

緑町1丁目、下谷上字門口、下の勝、上の勝、
今草、猪ころび、旧下谷上、原野東笹原、
緑町4丁目（市住16～24号）
主任児童委員

松宮台

友廣 満

委員名
ともひろ　みつる

内田 恵佳
うちだ　　 え　か

 問 区健康福祉課管理係 ☎593-1111（代） Ⓕ594-0934

 問 【区】あんしんすこやか係
　　☎593-1111（代） Ⓕ595-2381
　　【支所】あんしんすこやか係
　　☎981-8870（直） Ⓕ984-2334

－9月24日～30日は結核予防週間です－

咳、痰、血痰、発熱、胸痛、
体重減少、疲労感

結核の
初期症状 

※新駅舎は9月25日のオープンに向けて工事を行って
　います

食
飲・
業
商

所
役
区

※可能な限り、公共交通機関を利用ください

（参考）平成29年発行版4階区役所窓口

神戸市北区 検索

 


