
北区（北神）

内容 ①「みんなの学校」上映会
②木村泰子氏講演会（舞台となった
大阪市立大空小学校初代校長）

日時 ①5月29日（土）10:00～12:00
②6月5日（土）　10:00～12:00

場所 北神区文化センター ありまホール
定員 各先着100人

※5月6日（木）～21日（金）締切
申込 住所、氏名（ふりがな）、電話番号、①

②どちらの申し込みか（両方でも可）
をFAXもしくは　 にて下記まで

 問  北区社会福祉協議会北神事務所
☎981-5377（代）
Ⓕ940-5444
　 n-info@kitashakyo.or.jp

「みんなの学校」上映会と
木村泰子氏講演会

あなたにもできる！心肺蘇生法

「令和3年度 地域提案型活動助成」の募集

日時 6月19日（土）8:00～14:00
（雨天決行）

場所 下宅原営農改善組合 圃場
料金 4,000円（1区画20株）※材料費含む
定員 100人
申込・問 ＪＡ兵庫六甲北神長尾支店

☎986-2685　Ⓕ986-2687
※5月8日（土）～11日（火）先着順

※北農業振興センターの後援事業です

映画『るろうに剣心 最終章
The Beginning』に区内で撮影した
シーンが登場します！

 監督  大友啓史
 出演  佐藤健、有村架純ほか
公開日 6月4日（金）より全国一斉公開
　　　 ※4月23日（金）より公開中の『るろうに剣心 最終章
　　　　 The Final』もぜひご覧ください
   問   神戸フィルムオフィス　☎262-1261　Ⓕ230-0808

第47回きたきたまつり再延期に伴う代替イベントとして、コロナ禍における北区民の
地域活動再開をめざして、ステージ行事を開催します。
日時 5月15日（土）12:00～17:00
場所 北区文化センター すずらんホール
料金 無料（駐車場代は別途必要）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、
入場者数を制限する場合があります
（主催）神戸まつり北区協賛会
（共催）北区文化センター、北区役所

 問  市事業・イベント案内センター
☎0570-083330または333-3372
Ⓕ 333-3314（年中無休8:00～21:00）

区民自ら企画・提案し実施する、よりよい地域づくりのための取組みを支援する制度です。
対象 区内に活動拠点を有する団体（営利を主目的とする団体などは対象外）
助成金額 上限25～35万円／年　※上限は助成メニューによる
申込 申請用紙に必要事項を記載の上、下記問に提出（持参のみ）

※9月30日（木）締切（ただし、予算の上限に達した時点で、受付を終了します）
※申請用紙等は、区まちづくり課や各出張所などで配布（区ホームページからも
ダウンロード可）

 問  南部エリアでの活動の場合
北区役所まちづくり課　 ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166
北神エリアでの活動の場合
北神区役所まちづくり課 ☎981-5377（代） Ⓕ981-3506

善意銀行（３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》個人　大西光子、長永敬子、北神仏教会：会長 田中元孝、
山の街地区民生委員児童委員協議会　親睦会

《物品》個人　植岡比富、清水鈴子、濵田由美

「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」©和月伸宏／集英社
©2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会

北区（南部）
催　し

催　し

イ ベ ン ト

①新緑 つつじ・しゃくなげ散策
日時 4月17日（土）～5月16日（日）まで
【新緑の園内散策会】（無料※）
スタッフによる園内の見どころ案
内です。期間中の土・日・祝に開催。
①10:30～、②13:30～
（当日受付、先着順、約30人程度）

②いきもの好き集まれ！！
　甲虫についての学習
内容 甲虫を採集して観察しよう！
日時 6月27日(日)13:30～16:00
定員 15人（5月27日（木）～先着順）
料金 200円※

日時 6月22日（火）13:30～16:30
場所 北神区文化センター 和室
持物 マウスピース代500円と84円切手

1枚　※マスク着用。体調不良者は
参加不可

申込 5月8日（土）～
定員 10人（先着順）
 問   北消防署救急係

☎591-0119　Ⓕ594-1119

内容 田植え唄＆早乙女田植えの実演、当
日受付のクラフト体験など。飲食
ブース出店あり

日時 5月29日(土)、30日（日）、6月5日
（土）、6日（日）※6月5日は入園無料

 問  あいな里山公園
☎591-8000　Ⓕ591-8001

※5月1日（土）より、映画「るろうに剣心」
　展示会を開催！（7月末まで実施予定）

催　し

募　集

森林植物園 検索

検索

北図書館だより（無料・申込不要）

●おはなしとえほんの会
内容 ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
日時 5月8日（土）11:00～11:30
対象 2歳～（定員5組）
●読書会
内容 『千の扉』 柴崎友香 著
日時 5月19日（水）10:00～12:00
対象 一般（定員15人）
●おはなし会
内容 ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
日時 5月22日（土）15:00～15:30
対象 幼児～大人（定員5組）

場所 北図書館2階 多目的室
☎ 592-7573　Ⓕ595-1297
5月の休館日 6日（木）、10日（月）、
17日（月）、24日（月）、31日（月）

北神図書館だより（無料・申込不要）

●おはなしの会
内容 絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
日時 5月8日（土）15:00～15:30
対象 3歳～（定員5組）
●おひざのうえのおはなし会
内容 絵本の読み聞かせ、手遊び
日時 5月19日（水）11:00～11:30
場所 北神図書館 セミナー室
対象 0～2歳とその保護者（定員15組）
●ストーリーテリング
内容 ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
日時 5月15日（土）14:30～15:00
対象 5歳～（定員5組）

場所 北神図書館 おはなしの部屋
☎ 981-8210　Ⓕ981-8220
5月の休館日 6日（木）、10日（月）、
17日（月）、24日（月）、31日（月）

森林植物園のイベント

あいな里山公園 田植えまつり

長尾町黒大豆の枝豆オーナー募集

期間 ５月10日（月）～31日（月）
対象 区内在住、在勤、在学の人
 問   危機管理室

☎322-6238　Ⓕ322-6031
　 kikikanri3_info@office.city.kobe.lg.jp

神戸市では、子どもや女性に対する犯罪防
止を主たる目的として小学校通学路や主
要駅周辺に防犯カメラを設置しています。
令和２年度は南部地域に設置しましたが、
令和３年度は北部地域に設置します。
設置に先立ち、北部地域の設置場所（案）を
市ホームページで公開します。 
資料は北神区役所まちづくり課でも閲覧
できます。
ご意見等があれば問までお寄せください。

お 知 ら せ
防犯カメラ直営設置のお知らせ

※入園料・駐車料は別途必要
問 森林植物園
☎591-0253
Ⓕ594-2324

区民ふれあいステージ

検索神戸市 防犯カメラ直営設置

①米作り体験（全2回）
日時 5月23日（日）、9月20日（月・祝）

いずれも10:00～
場所 生野地区圃場（詳細は後日通知）
定員 30家族（約100人）
料金 1,000円（1家族）
②黒大豆オーナー（全2回）
日時 6月20日（日）、10月23日（土）

または24日（日）いずれも10:00～
場所 生野地区圃場（詳細は後日通知）
定員 72組
料金 3,000円（1口10株）
申込・問 生野里づくり協議会

☎090-8531-5797
Ⓕ985-3045
　  ikunosatodukuri@gmail.com

※5月10日(月)必着(申込み多数の
場合抽選)

※北農業振興センターの後援事業です

道場町生野農業体験

「区民ふれあいステージ」～響け！踊れ！届けよう区民のちから～

内容 ①田植え②生き物教室とかかし作り
③稲刈り④収穫祭※各回お楽しみ有

日時 ①6月12日(土)②8月21日(土)
③10月16日(土)④11月13日(土) 

場所 上大沢ふれあい会館北側圃場（ほば）
他（駐車場有)※マスク着用

対象 市内在住で、原則全回参加できる家族
定員 ７家族（申込多数の場合は抽選）
料金 1家族3,000円
（1家族につき玄米５kg）

申込 郵便番号・住所・全員の氏名・年齢
（学年）・電話番号を記入し、　 か
FAXにて下記問まで
※5月26日(水)必着

 問  大沢出張所
☎954-0301　Ⓕ950-7000
　 ozoshuchosho@office.city.kobe.lg.jp

大沢ふれあいコメづくりひろば参加者募集

あいな里山公園 検索

▲あいな里山公園での撮影のようす

ご寄付いただきありがとうございました。

かやぶき

とんしょ

あいな里山公園では、茅葺の家のオープン
セットを造作し、剣心（佐藤健）と巴（有村架
純）の重要なシーンが撮影されました。
淡河宿本陣跡は書斎や新選組の屯所（詰め
所）という設定で登場します。美術スタッフ
の皆さんによるセットの作りこみにもぜひ
ご注目ください。

北・北神区役所
からのお知らせ
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