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催　し

募　集

ありの台マルシェ
 日時 10月6日（土）10：00～14：00
 場所 有野台商店街とその周辺（有野台2丁目）
 　問 ありの台マルシェ事務局 ☎436-2120
　　 北神支所まちづくり課
　　　☎981-3505 Ⓕ981-3506

すずらん映画サロン「しゃぼん玉」
 日時 10月20日（土）①10：30～ ②13：30～
 場所 北区民センター すずらんホール
 料金 当日大人1,000円、小・中学・高校生
        500円、前売大人800円
 　問 北区民センター☎593-1150 Ⓕ593-0014

神戸なんでも行政相談所（無料）
 内容 登記、年金、税、遺言などの無料相談 
       を開催
 日時 10月10日（水）13：00～16：00

）了終付受03：51（       
 場所 コアキタマチショッピングセンター1階 
      セントラルコート（日の峰2丁目6）
 　問 兵庫行政評価事務所
　　　☎331-9096 Ⓕ333-7919

「いい歯の日」歯の健康フェア
 内容 無料で歯と口の健康診断、歯みがきア  
       ドバイス、歯医者さんに変身コーナー、 
　　 その他
 日時 11月3日（土・祝）11：00～14：30
 場所 コアキタマチショッピングセンター1階
　　  セントラルコート（日の峰2丁目6）
 　問 区健康福祉課管理係
　　　☎593-1111（代） Ⓕ594-0934

六條八幡宮 流鏑馬神事
（やぶさめしんじ）
 日時 10月14日（日）11：30～
 所問 六條八幡宮（山田町中宮ノ片57）
　　　☎581-2187

平成31年4月から北区の保育所・認定こども園（朝～夕の利用）・地域型保育事業
所（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育）に入園を希望する人は、入所第一希
望施設所在地のこども福祉係でお申し込みください（Ⓕ・郵送不可）。申請書は受
付窓口で配布もしくは、神戸市ホームページからダウンロードできます。

秋になりました。紅葉の美しい有馬温泉へハイキングに出かけませんか。コース途
中の有馬地域福祉センターでは、地域の方による炊き出しと有馬温泉病院による
「まちの保健室ありま」も行います。

「北区ロードレース大会」は、今年度より「あじさいロードレース」と統合しました。
「あじさいロードレース」について、下記のとおり募集します。

14

　　　　　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

　

シルバー人材センター会員募集説明会
 日時 10月26日（金）14：00～(受付13：30）
 場所 北神中央ビル702号室
 対象 区内在住の60歳以上の健康な方
 　申  ☎かⒻに①住所②氏名（ふりがな）③
       性別④生年月日⑤電話番号を記入し
       まで。定員100名、10月23日（火）  
       まで（先着順）
 　問　　シルバー人材センター北区センター
       ☎596-3181 Ⓕ594-5125

有野児童館すこやかクラブ会員募集
 受付 10月5日（金）～11日（木）
 実施 11月8日（木）～平成31年3月14日（木）
　　  毎週木曜日午前中
 対象 10月1日現在2～4歳児とその保護者
 料金  1,500円（年会費）
 　問　　有野児童館 ☎・Ⓕ987-2010

第69回有馬大茶会
【献茶式】
 日時 11月2日（金）10：30～
 場所 善福寺
【副席】
 日時 11月2日（金）・3日（土・祝）9：30～
       15：30（受付終了）
        ※瑞宝寺公園席は15：00まで
 場所 有馬グランドホテル雅中庵、念仏寺、  
       馬有は時天雨（〕席点野〔園公寺宝瑞
       の工房）
【点心席】
 日時 11月2日(金)・3日（土・祝）
        11：00～14：30
 場所 有馬ロイヤルホテル

もみじ茶会
 日時 11月4日（日）、9日（金）～11日（日）、 
        16日（金）～18日（日）、
        23日（金）～25日（日）
 場所 瑞宝寺公園

】通共会茶じみも・会茶大馬有【  
   料金他詳細は
   有馬温泉観光総合案内所
   ☎904-0708 Ⓕ903-2233

 対象 保護者が就労や病気などで昼間の保
        育を受けられない乳幼児
 　申 10月22日（月）～11月30日（金）  
       8：45～12：00、13：00～17：15
       （土日・祝日を除く）
　　  ※平成31年1月から3月入園希望の方も、原則
       としてこの期間にお申し込みください
 窓口 区こども家庭支援課こども福祉係
       （北区役所6階）
　　 ☎593-1111（代表）
       北神支所保健福祉課こども福祉係
       （北神中央ビル4階）
       ☎981-7005（直通）

施設の所在地については、神戸市ホーム
ページ又は窓口で配布のパンフレットでご
確認ください。（希望施設が神戸市外に所
在する場合は、こども福祉係にお問い合わ
せください）
神戸市の保育所等の制度
概要や施設一覧、様式等
は神戸市のホームページ
に掲載しています。
※申し込みが定員を超える場合など、入園できない 
　ことがあります
※10月18日から11月16日まで、マイナポータルで
　申請書の事前提出を受け付けます。ただし、面談
　及び添付書類提出のために、後日必ず区役所ま
　たは北神支所への来所が必要です
※1号認定（朝～昼すぎの利用）で幼稚園・認定こど
　も園に入園を希望する場合は、直接施設にお申し
　込みください

道場町生野黒枝豆収穫体験
 日時 10月20日（土）または21日（月）10：00～
 場所 生野地区圃場
 費用 1株400円（株数は変更可能）
 定員 30組
 　申  ☎かⒻかメールで生野里づくり協議会
　　 ☎090-8531-5797Ⓕ985-3045
　　  ikunosatodukuri@gmail.com
 　問　北農業振興センター
       ☎982-2810 Ⓕ982-0479

八多町バス（はたっこバス）に乗って
フラワーアレンジメント体験
 日時 10月18日（木）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
 費用 1,000円（現地徴収）
 　申  ☎にて まで。30名（先着順）
 　問　　八多連絡所
       ☎982-0002 Ⓕ984-2008

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 11月18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
 　申  10月8日（月）から先着20名
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

再開発ビル開業後は一般車が利用できる駅前広
場および周辺道路の整備工事に着手し、来年度末
の全面完成を目指して工事を進めていきます。
※9月号でお伝えした再開発ビルの駐輪場113台は、
   111台に変更になりました
問 都市整備課
　 ☎322-5691 Ⓕ322-6109

鈴蘭台駅前地区
市街地再開発事業

駅前広場の整備について

善意銀行

 《金銭（個人）》
大西 光子、長永 敬子
《金銭（団体）》
北区連合婦人会、
神戸まつり北区協賛会、
わくわくカーニバル北神
 ご寄付いただきありがとうございました

お寄せいただいた
募金は区内の地域
福祉活動等に役立
てられます

8月分・五十音順・敬称略

赤い羽根共同募金運動が
始まります

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
に関する相談を10月より受け付けます。

日 時
定 員

区役所7階
第2・4木曜日13：00～16：00
6名

申 市総合コールセンター
　  ☎333-3330(受付時間9：00～21：00）
※11月より行政書士の相談窓口（遺言書・遺産分
　割協議書の作成に関するもの）も開設します。
　詳細は別途お知らせします

茶 会

保育所など入所（園）申し込み

こうべ健康ウォーク

「北区ロードレース大会」について

 内容  フリーハイキングとウォーキング教室
 日時         10月27日（土）10：00～（9：30受付開始）
         ※雨天中止
 料金  無料　
 場所  五本松公園
　　　（神戸電鉄岡場駅下車、徒歩5分）
    申  不要。集合場所にお集まりください。
    問  神戸市イベント案内・申込センター 
         ☎333-3372 Ⓕ333-3314
　　　（当日専用☎090-1714-0840）

 日時         平成31年1月19日（土）9：30～14：00
 場所  しあわせの村　
　　  運動広場及びその周辺
 料金  全種目700円（申し込み手数料含む）
    申  11月16日（金）まで

問 詳しくは、中央体育館ＨＰ内の「地域スポーツ
　クラブ」の中にある「あじさいロードレース」
    をご覧ください。
　
     市立中央体育館 ☎341-7971

【コース（約5km）】

☆参加賞として有馬温泉にちなんだ景品をプレ
　ゼント（受付で配布します）

五本松公園
↓

太陽と緑の道
↓

有馬地域福祉センター
↓

有馬温泉駅

スタート

ゴール

第8回あじさいロードレース 検索


