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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

募集

北神図書館だより（無料・申込み不要）

おひざのうえのおはなし会
絵本の読み聞かせ、手遊び
1月20日(水)11：00～11：30
0～2歳児と保護者　　5組

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
1月9日(土)15：00～15：30
3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）
1月23日(土)11：30～12：00
4歳～　　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
1月16日(土)14：30～15：00
5歳～　　5組

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

1月の休館日
１日(金・祝)～4日(月)、12日(火)、18日(月)、25日(月)

ザ・ベンチャーズサウンドコンサート．
by ＦＩＲＥ2021
「ＦＩＲＥ」が贈る第4回ベンチャーズサウ
ンド！あの懐かしき甦る青春を！
1月31日（日）開演14：00～（開場13：30～）
北神区文化センターありまホール
一般　　250人　　
1,000円（前売800円）
友の会受講生700円、高校生300円、
中学生以下無料
北神区文化センター
☎987-3400 FAX987-3444

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
2月21日（日）13：30～16：30
北神区文化センター 和室
※マスク着用。体調不良者は参加不可
10人（先着）
84円切手1枚　　1月8日（金）～ 
北消防署救急係 ☎５９１-０１１９ ＦＡＸ５９４-１１１９

検索 神戸市 マイナンバー サテライト

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
☎ 0570-083330
　 または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・
予約可）

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

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
1月9日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

読書会
『R帝国』中村文則著
1月20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
1月22日(金)10：30～11：00
0～2歳児と保護者　　5組

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
1月23日(土)15：00～15：30
幼児～大人　　5組

1月の休館日
１日(金・祝)～4日(月)、12日(火)、18日(月)、
25日(月)

北

北神

人権擁護委員の表彰
長年にわたり人権の擁護と人権思想の普及高揚に貢献され、その功績が特に顕著で
あることから、表彰を受けられました。受賞おめでとうございます。
法務大臣表彰  扶蘇 郁雄さん
　人権推進課 ☎322-5234 FAX322-6048

ますます便利！「マイナンバーカード谷上サテライトオフィス」オープン！

Ｎetflix（ネットフリックス）オリジナルシリーズ「今際(いまわ)の国のアリス」
の撮影の一部が区内で行われました

マイナンバーカードの申請・受取、電子証明書の更新、マイナ
ポイントなどの窓口が谷上駅直結、谷上SHビル6階にオープ
ンしました。土日や平日夜間も受け付けています。より
スムーズな対応のために予約のうえ、ぜひご利用ください。

【今際(いまわ)の国のアリス】
監督：佐藤信介
出演：山﨑賢人、土屋太鳳、村上虹郎ほか
あらすじ：人生に意味を見出せず鬱々とした日々を送るアリス
（山﨑賢人）。ある日友人と街に繰り出すと、突然街は無人と
化す。探索する中で強制参加させられた理不尽な“げぇむ”。
アリスはウサギ（土屋太鳳）らと出会い、生き残りをかけて
“げぇむ”に挑む。極限状態での人間の本性、登場人物達の希
望と絶望が描かれる。

【水・木・金】12：00～20：00  【土・日】9：30～17：30
※月・火・祝・年末年始は休業
①マイナンバーが記載された「通知カード」・
　「個人番号通知書」　※原本（紛失された方も受付可能）
②身分証明書（2点）
　運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、福祉医療受給者証、年金手
　帳など（15歳未満の方は、親権者の同行と親権者の身分証明書の提示が必要です）
③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
神戸市マイナンバーカードコールセンター
☎600-2910 FAX862-3890
9：00～20：00（年中無休）※年末年始を除く

神戸フィルムオフィス ☎262-1261 FAX230-0808

ふ   そ いくお

募 集

傾聴ボランティア養成講座
（無料・全2回）

傾聴に関する知識や技術についてグ
ループワーク等を通して学ぶ講座
2月12日（金）、19日（金）
※いずれも10：00～11：30
北区役所7階会議室
40人 ※1月22日（金）締切 応募多数の場合は抽選
北区社会福祉協議会　
☎593-9910 FAX593-9822

北神みそづくり講習会
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る
2月27日（土）①9：30～11：30②13：30～15：30
2月28日（日）③9：30～11：30④13：30～15：30
各回15人（応募多数の場合は抽選）　　
ＪＡ兵庫六甲本店 ふれあい会館
（有野中町2-12-13）
1口（4㎏）3,000円 ※複数口申込可
往復ハガキに参加希望日時を記入のうえ下
記へ ※1月25日（月）必着
〒651-2124 西区伊川谷町潤和1058
ＪＡ兵庫六甲神戸地域統括
☎974-2801 FAX974-4033
北農業振興センター☎982-2810 FAX982-0479

神戸市北神地域合同就職面接会
就職面接会（予約制）、参加事業所10社程度
1月22日（金）13：30～16：00（受付開始13：00～）
北神区役所5階会議室
原則ハローワークで求職登録している方
紹介状、履歴書、職務経歴書
ハローワーク窓口で紹介状の交付を受けて予約
ハローワーク三田 ☎079-563-8609
※平日8：30～17：15

お知らせ！

●谷上小学校

神戸電鉄有馬線

神戸市営地下鉄
谷上駅

谷上
SHビル

谷上駅徒歩1分

撮影に使用された当時の
公社「桜の宮住宅」

再開発完成予想パース
（Ｒ4）完成予定

再開発により撮影に使用された「桜の宮住宅」は取り壊され、
新しく建て替えられます。
撮影協力：（一財）神戸すまいまちづくり公社
完成予想図提供：北鈴蘭台駅前再開発株式会社

Ｎetflixオリジナルシリー
ズ「今際の国のアリス」
2020年12月10日全世界
独占配信
C麻生羽呂・小学館／
ROBOT
視聴には会員登録（有料）
が必要です。

KITA JOURNAL


