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善意銀行

《金銭》大西 光子、長永 敬子　　 ご寄付いただきありがとうございました。

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

催し

催し

7月分・五十音順・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
9月12日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

読書会
「空飛ぶタイヤ」池井戸 潤著
9月16日(水)10：00～12：00
一般　　15人

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

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
9月25日(金)10：30～11：00
0～2歳児とその保護者　　5組

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
9月26日(土)15：00～15：30
幼児～大人　　5組

鈴蘭台駅前地区再開発事業完成
記念パネル展の開催について
鈴蘭台駅前地区再開発事業の完成を
記念して、パネル展示等を行います。
※他のイベント等と重なった場合は、その間、 
　規模を縮小して開催する可能性があります。
９月２６日（土）～１０月９日（金）
ベルスト鈴蘭台・北区役所３階
すずらん広場
都市整備課 ☎５９５-６７６５ FAX５９５-６８０９

北神区役所とエコール・リラ（株式会社関西都市居住サービス）は7月17日（金）に「北
神地域の活性化と住み良いまちづくりに関する連携協定」を締結しました。共に北神地
域の活性化と住み良いまちづくりに取り組んでまいります。

①地域の情報発信と魅力向上に関すること
②地域活性化支援に関すること

北神図書館だより（無料・申込み不要）
おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
9月12日(土)15：00～15：30
3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
9月16日(水)11：00～11：30
0～2歳児とその保護者　　5組

ストーリーテリング
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
9月19日(土)14：30～15：00
5歳～　　5組

ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
9月26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

9月の休館日
7日(月)、14日(月)、23日(水)、28日(月) 9月の休館日

7日(月)、14日(月)、23日(水)、28日(月)

しあわせの村からのイベント情報

景色を楽しみながら、専用ポールをつ
いて3㎞のコースをしっかり歩きます
9月6日（日）・20日（日）10:00～12:00
1,050円（温泉無料券付き）
15人
事前予約（前日まで先着順）※雨天中止

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

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
（15:30まで受付）

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

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

みなさまからの善意のご寄付を北区の地域福祉のために役立てています

問  北建設事務所 ☎981-5191問  北区役所健康福祉課管理係   ☎593-1111(代) FAX 594-0934　
　 北神区役所保健福祉課管理係 ☎981-5377(代) FAX 984-2334（道場地区についてはこちらへ）

問  北神区役所まちづくり課 ☎981-5377（代）ＦＡＸ981-3506

谷上駅前では、北神急行の市営
化に伴うバス路線の新設、ロ
ータリー内の交通円滑化を目
的に改修工事を進めてきました。
このたび、ロータリー入口付近が
2車線に拡幅されますが、通勤・
通学などの送迎による一般車
の乗降スペースを利用される皆
さまは、右側車線をご利用くだ
さい。

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）

谷上駅前ロータリーの使い方が
変わりました民生委員・児童委員に関するお知らせ

山の街

桜の宮

地区 委員名 担当地区 地区 委員名 担当地区

羽田野 三鶴 釣船 康子

西鈴蘭台

道場

日高 順子 北五葉6丁目

村田 由美 主任児童委員

箱守 喜久子 生野（生野高原住宅）

河上 京子

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

甲栄台3丁目
(市住41、42号棟）
ベラジュール北鈴蘭台

緑町2丁目

中島 和恵

宮﨑 さやか

緑町8丁目(ライブシティ神戸緑園都市)

主任児童委員

は   た   の    みつる つりぶね   やすこ

はこもり    き   く   こ

  ひだか    じゅんこ

  むらた    ゆ   み

かわかみ   きょうこ

なかじま    かずえ

みやざき

ノルディックウォーキング

楽しく笑顔で運動できるスロージョギ
ングをマスターしましょう
歩くスピードでジョギングをすることで、
消費カロリーアップ、継続的に行えます
9月19日（土）10:00～10:50
3歳～（大人のみの参加可）
550円
10人
事前予約（前日まで先着順）※雨天中止

スロージョギング

自分で捕まえた魚を、すぐに焼いて、外
の景色を楽しみながら食べる事ができ
ます
9月19日（土）～22日（火・祝）
①10:30～12:00②13:00～14:30※2部制
3歳～（大人のみの参加可）
1,000円

しあわせの村
事前予約（前日まで）※警報発令・荒天時中止
しあわせの村 温泉健康センター
☎743-8040 FAX743-8043

さかなのつかみどり

北神地域の活性化と住み良いまちづくりに関する連携協定を締結！

連携・協力事項
③住み良いまちづくりに関すること
④災害時における協力に関すること

KITA JOURNAL

親子の学び教室（無料・申込不要）

子育て支援情報

救命救急　 9月9日(水)11：00～12：30
北神戸田園スポーツ公園内体育館
スタジオ

乳幼児、幼児応急処置、風船とうち
わではねつき
9月14日(月)10：30～12：00

ワクワク、ドキドキ運動会
10月5日(月)10：30～12：00
北区文化センター４階 競技場

幼児(概ね1歳～3歳まで)とその保護者
区あじさい講座事務室
☎５９３-７４５５ FAX５９２-２４１５

 あそびのひろば「りんりん」
（無料・要予約）
ふれあい遊びやミニシアター、簡単お
もちゃ作り等を楽しみましょう
10月2日（金）10：00～11：00
北区役所5階 健診室 ※駐車料金は自己負担
11カ月～2歳までの子と保護者　  5組
9月17日（木）9：00～☎にて（先着順）
地域子育て支援センター北 ☎595-0511

送迎車
駅東側へ
の通行車

一般者乗降スペース

神戸電鉄谷上駅

谷上駅前

一
般
車
両

進
入
禁
止

交　番


