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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

検索 北区 コロナ禍 地域活動

検索 東播用水

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
4月10日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

読書会
『おらおらでひとりいぐも』
若竹 千佐子著
4月21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
4月23日(金)10：30～11：00
0～2歳と保護者　　5組

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
4月24日(土)15：00～15：30
幼児～大人　　5組

うごくイモムシをつくろう！
葉の上をリアルに動くいもむしを作ろう
4月29日(木･祝)
①10：00～10：30 ②11：00～11：30
幼児～大人　　各3組

4月の休館日
5日(月)、12日(月) 、26日(月)
※蔵書点検のため14日（水）～19日（月）休館

北

北神

コロナ禍での地域活動について エピソード募集

北の守り賞 受賞おめでとうございます

第36回 北防災の賞 受賞おめでとうございます

里地里山の生物多様性保全を目指し、竹林整備を始めました！

北消防署 ☎591-0119 FAX594-1119

北区役所まちづくり課 ☎593-1111（代） FAX593-1166

北区役所総務課（4月1日よりまちづくり課）
☎593-1111（代） FAX593-6232

竹林散策とタケノコ取り
竹林の散策とタケノコ（ハチク）取り
5月30日（日）10：00～12：00
100人（応募多数の場合は抽選）
小学生以上
ぜんにゅう展望公園（大沢町上大沢）
※無料駐車場あり、集合場所は別途案内
大人500円、小中学生100円
ハガキまたはFAXで住所・電話番号・全員
の氏名・年齢を記入し下記へ
〒651-1522 大沢町上大沢622
大家 重明　☎・FAX954-0507
※4月30日（金）必着
北農業振興センター
☎982-2810 FAX982-0479

環境都市課 ☎595-6216 FAX595-6254

近年、市内では放置竹林や不耕作地が増えています。
そこで北区山田町では、地域と都市部の住民が一緒
になって竹林の整備を始めました。初めての活動で不
安そうな参加者も、作業後には「また来たい」「初めて
の体験はわくわくした」と楽しんでいました。
今後も定期的な整備活動を続け、自然あふれる里地
里山を残していきたいと思います。

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
5月9日（日）10：00～13：00
北消防署4階研修室
84円切手1枚、マウスピース代500円
マスク着用。体調不良者は参加不可
4月8日（木）～　　10人（先着順）
北消防署救急係
☎５９１-０１１９ ＦＡＸ５９４-１１１９

森林植物園のイベント

春に見られるいろいろな花のしくみをみ
てみよう
5月9日（日）10：30～12：30
30人（先着順）※4月9日（金）～　　200円

①自然観察講座「植物なぜなぜ入門」春編
～花のふしぎ発見～

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
4月21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
4月10日(土)15：00～15：30
3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
4月17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）
4月24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

4月の休館日
5日(月)、12日(月) 、19日(月)、26日(月)

北区で部活動や地域活動を頑張っている人や団体を紹介し、コロナに負けない気持ち
を共有し、発信するため、区民の皆様のエピソードを募集します。

北区の安全な地域社会づくりに、職務を
通じて貢献されている警察官とその活
動を支えるご家族に贈られました。

長年にわたり火災などの災害から
区民を守るために活躍され、その
功績が著しい消防団員への感謝
として、北区連合自治協議会、神
戸市北防火安全協会の2団体から
「北防災の賞」が贈られました。

【長尾支団 第２分団】団員　　小南 昌玄さん
【山田支団 支団本部】分団長　林 直行さん
【八多支団 支団本部】分団長　奥野 直人さん
【有馬支団 第１分団】分団長　當谷 治郎さん
【淡河支団 支団本部】班長　　宮𦚰 信子さん

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、どのよ
うな思いで地域活動を行っているのか、区民の皆
様のエピソードをお寄せください。

テーマ：コロナ禍での地域活動について
○コロナ禍での地域活動の工夫や試行錯誤のエピソード
○部活動の大会が中止になった悔しさ　など

募集期間：4月1日（木）～16日（金）（必着）まで
※応募方法等の詳細は区ホームページをご覧ください。

善意銀行 2月分・五十音順・敬称略
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。
《金銭》大西 光子、長永 敬子
《物品》東 スマ子、清水 鈴子
ご寄付いただきありがとうございました。

※動画で取り上げたいエピソードについては、別途ご連絡し、取材
させていただく場合があります。
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はやし
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東播用水事業に係る
シンポジウムが開催されました

近畿農政局
東播用水二期農業水利事業所
☎965-1246 FAX965-1248

本年１月２８日に開催しました「東播用
水の役割と地域の農業の未来像に関
するシンポジウム」の結果を農林水産
省のホームページに掲載しましたの
で、是非ご覧ください。

募集

すずらん音楽フェスティバル2021
（申込み不要）

来場者全員による「歌声喫茶」風ステー
ジと、アマチュア出演者による「オープ
ンステージ」の2部構成による参加型コ
ンサート
4月17日（土）13：30開演
北区文化センター すずらんホール
500円　　
北区文化センター
☎593-1150 FAX593-0014

菜園おやじ塾
コミュニティガーデンで野菜や花をつ
くり、菜園の座学や懇親会等を行う定
年退職男性の仲間づくりの場
5月～翌年3月（原則月1回第1土曜日）
※開塾5月1日（土）
すずらんコミュニティガーデン
（泉台3-13-2）泉台地域福祉センター隣
概ね60歳～75歳の男性
8人（応募者多数の場合は抽選、4月23日
（金）締切）
3,000円
　 すずらんコミュニティガーデン 林 紀雄
 ☎090-4274-0747
　　 suzuran.cm0747@gmail.com
※北区役所の地域提案型活動助成を受けて実施
　する催しです。

北区拠点館事業 畑で遊ぼ！
『きたっこのらふぁーむ』
野菜、花、小さな生き物がともに育つ無
農薬無化学肥料の畑で、親子で楽しく
自然を感じながら過ごしましょう
4月22日（木）10：00～11：30
※以降の日程は予約サイトを確認
西畑貸し農園（山田町下谷上）
乳幼児と保護者
各回10組
※希望者多数の為、本年度は毎回申込制に変更
1組200円/回
開催2日前迄に予約サイト
より申込み
https://reserva.be./kitakkonora19
泉台児童館 ☎220-4540
　 izumidaijidokan@iris.eonet.ne.jp

フィールドでチョウの観察やチョウの標
本で鱗粉転写の体験
5月16日（日）13：20～16：00
15人（先着順）※4月16日（金）～　　500円

森林植物園
☎591-0253 FAX594-2324

③いきもの好き集まれ！！
チョウの観察と鱗粉転写実習

身のまわりのくらしに役立つ植物のおは
なし
5月15日（土）10：30～12：30
30人（先着順）※4月15日（木）～　　200円

②薬樹観察会 森の薬箱～初夏編～

身近すぎて知らなかった“あじさいのす
ごい”を見てみよう
5月22日（土）10：30～12：00
20人（先着順）※4月22日（木）～　　200円

④森林あじさい講習会
第1回 いろいろなあじさいふるさと

※森林植物園の入園・駐車料金は別途要

おおいえ   しげあき

神戸北警察署
多田 正一 巡査部長

有馬警察署
石井 信也 巡査部長

りんぷんてんしゃ

KITA JOURNAL

募集

はやし   のりお


