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催　し

募　集

第６回みんなでわいわい
チャリティコンサート（無料・申込不要）
 内容 ホールではコンサートやカラオケ・舞踊・太
        鼓など、ロビーではバザーやパフォーマン
        スあり。
 日時 ３月３日（日）11：00～
 対象 一般（定員500人）
 場所 北神区民センター ありまホール
 　問 北神区民センター
　　  ☎987-3400 Ⓕ987-3444      

すずらんホール
ファミリーコンサート（無料・申込不要）
 内容 神戸親和女子大学の学生によるミュージ
　　 カル、ブラスアンサンブル、女声合唱など
 日時 ３月10日（日）１３：００～（１２：３０開場）
 対象 一般（定員504名）
 場所 北区民センター すずらんホール
 　問 北区民センター
        ☎593-1150 Ⓕ593-0014

第２回スポGOMI　
神戸三田プレミアム・アウトレット大会
 内容 青空のもと「ゴミ拾いはスポーツだ」の掛
　　  け声で、楽しく清掃活動を行うイベントで
　　  す。各チーム最大5名の対抗戦で、拾った
　　  ゴミの量などを競い、上位者には豪華な
　　  賞品もご用意しております。
 日時 ３月30日（土）9：30～12：00（9：00受付開始）
 　申 神戸三田プレミアムアウトレットホーム
　　 ページにて受付（先着20チーム）

 協力 北区役所、環境局北事業所、神戸親和
　　  女子大学
 　問 神戸三田プレミアム・アウトレット
          ☎983-3450

2018年度北神定例講座発表会
（無料・申込不要）
 内容 講座生の日頃の練習の成果をありまホー
　　   ルの舞台で披露します。１F～３Fで講座
　　   作品も展示します。
 日時 ３月16日（土）、17日（日）13：00～
 対象 一般（定員500人）
 場所 北神区民センター ありまホール
 　問 北神区民センター
          ☎987-3400 Ⓕ987-3444

ありの台マルシェ
 内容 フリーマーケット、ステージイベント
 日時 ３月30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

千苅桜まつり
 日時 ４月１日（月）～９日（火）9：00～17：00
 場所 千苅貯水池広場
 　問 道場連絡所 ☎985-2381 Ⓕ984-2010

有馬さくら祭り
 日時 4月7日（日）12：30～
 場所 有馬親水広場
 主催 （一社）有馬温泉観光協会
 　問 有馬温泉観光案内所
　　  ☎904-0708 Ⓕ903-2233
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　　　　　記号の見方
◯は…はがき　○往…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　　…電子メール　□申　…申し込み
□問　…問い合わせ　Ⓗ… 神戸市北区  　検索

　

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  ４月10日（水）13：30～16：30
 場所  北神区民センター 和室
 持物  マウスピース代500円と82円切手1枚
 　申　　3月8日（金）～（先着20人）
 　問　　北消防署救急係
       ☎591-0119 Ⓕ594-1119

はたっこバスに乗って
「椎茸原木づくり」体験
 内容  椎茸菌を植え込む作業をして、原木を
　　  持って帰ろう。
 日時  ３月19日（火）13：50～15：20
 料金  原木１本：500円（1人2本まで、現地徴収）
 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
 　申 電話にて まで（先着30人）
 　問　　八多連絡所☎982-0002 Ⓕ984-2008

第７回北区ふれあい卓球大会
 日時  ４月６日（土）9：30～（9：00受付開始）
 区分  一般・５０歳代・６０歳代・７０歳代の男女
       （個人戦）
　　　※一般の部は年齢を問いません
         　ただし、学生は小学生のみ
 対象  北区に在住・在勤・在学の人
 料金  ５００円（当日徴収）
 場所  北区民センター４階競技場
 　申　○往 、EメールまたはFAX用申込用紙に
       参加者の出場別・住所・氏名・年齢・性  
       別・電話番号を記入して下記まで。３月
       １8日（月）必着※FAX用申込用紙は、区ホー
         ムページからダウンロードできます。

         〒651-1195 北区体育協会「卓球」係
）内課援支りくづちま区（       

　　　FAX593-1166
          kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp
 　問　　市イベント案内・申込センター
       ☎333-3372

 問 区選挙管理委員会事務局 ☎593-1111（代）

 問 区総務課
　 ☎593-1111（代） Ⓕ593-6232

 問 兵庫税務署 ☎576-5131   　　　　　　　 ■ QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。   

 問 区健康福祉課管理係 ☎593-1111（代） Ⓕ594-0934

対象区域 変更前 変更後
有野台１～２丁目
有野台７～９丁目
東有野台１～５丁目
有野台３～６丁目

有野台会館
（有野台２丁目１－１）

）８１目丁７台野有（ 校学中馬有

）２目丁５台野有（ 校学小東野有

みだしの選挙から、下記区域の投票日当日（4月7日）の投票所が変更となります。

地域提案型活動助成の募集
 内容  自ら企画・提案し実施する、よりよい地
        域づくり活動の初動期を支援します。
　　  助成額：25万円（上限）
 対象  区内に活動拠点のある団体

）く除はどな体団るすと的目主を利営（        
 　申　　申請用紙は、区まちづくり推進課・北神
        支所まちづくり課・各連絡所で配布しま        
        す（区ホームページからもダウンロード        
        可）。申込期限は4月10日（水）。詳しくは
        まで。

 　問　　区まちづくり推進課
       ☎593-1111（代） Ⓕ593-1166

地 区 委員名 担当地区
桜の宮
東鈴蘭台
淡河

甲栄台２丁目（市住15・16、21～24号棟）
鈴蘭台東町５丁目
野瀬北

川内 志奈子
城下 みゆき
山本 進

※投票日当日の投票所及び期日前投票の詳細は、3月28日以降に届く『投票のご案内』 
　をご確認ください。

期 間

きたきたまつり協賛・広告募集

場 所

3月30日（土）～4月6日（土） 8：30～20：00（※各連絡所は9：00～17：00）
・北区役所 7階 ※北区役所は昨年9月に鈴蘭台駅前に移転しています
・北神支所 4階（北神中央ビル内）
・各連絡所（山田・有馬・道場・八多・大沢・長尾・淡河）

職務を通じて、北区の安全な地域社会
づくりに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す。

詳細・申込用紙は区ホームページに掲載しています。
日時 5月18日（土）12：00～17：00（予定）
場所 道の駅神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 中央広場
応募資格 メンバーの半数以上が区内在住・在勤・在学の8人以上のグループ
　申 申込用紙に記入し、郵送・Ⓕ・Eメールのいずれかで下記 まで。※3月8日（金）必着。
　問 ダスキンレントオール神戸西イベントセンター ☎920-9656 Ⓕ920-9658
       　EC-KOBENISHI@fc.duskin.co.jp 〒651-2117 西区北別府5-30-1

3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）

振替納税をご利用でない方は、申告書の提出後に、別途、税務署から納付
書の送付などのお知らせはありませんので、金融機関や税務署又はQR
コードを利用しコンビニで納期限までに納付してください。QRコードを利
用したコンビニ納付の詳細は国税庁HPをご確認ください。黒石 雅之 巡査部長神戸北警察署

平成30年分確定申告について

くろいし まさゆき

山田 真也 巡査部長有馬警察署
やまだ しんや

かわうち

しろした

やまもと すすむ

 し な こ

税 目 申告及び納期限 振替日（振替納税の場合）
申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税
贈与税

４月22日（月）
４月24日（水）
     ー

３月15日（金）
４月  １日（月）
３月15日（金）

きたきたまつりを応援していただける方を募集しています！
【ご協賛いただける方・地域団体】
●ご芳名を「きたきたまつりチラシ」に
   掲載します。
・区内8万戸に新聞折込（朝日・毎日・読売・産経・神戸）で配布します。
・きたきたまつり会場で来場者（約1万4千人）に配布します。
締切 3月8日（金）  申問 神戸まつり北区協賛会 ☎593-1111（代）もしくは

【ご広告いただける店舗・企業】
●ご広告を「きたきたまつりチラシ」に
   掲載します。

神戸三田 アウトレット 検索

北区 地域提案型活動助成 検索

北区 ふれあい卓球大会 検索

国税庁 コンビニ納付 検索

きたきたまつり 検索

きたきたまつり 検索

神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙【4月7日(日)】
についてのお知らせ

選挙についてのお知らせは5ページも合わせてご確認ください

北の守り賞
受賞おめでとうございます

第46回きたきたまつりの出演団体を募集します

民生委員・児童委員に関するお知らせ

兵庫税務署からのお知らせ

◉投票所の変更について

◉期日前投票について


