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令和2（2020）年4月号

令和2年度狂犬病予防集合注射のお知らせ（荒天中止）

児童館すこやかクラブ会員募集

ここからは西区民版です▶

幼児と保護者のグループで楽しく遊び、親と子のふれあいや交流を深め
る場として、児童館すこやかクラブの会員を募集します。
また、同会員を対象に、保護者が相互に子どもたちの世話をすることで
保護者同士、子ども同士の仲間づくりを図るとともに、保護者もリフレッ
シュできる機会を設けることを目的とした児童館キッズクラブを実施す
る予定です。
5月第3週～令和3年3月第2週

週1回午前中（祝休日、小学校の夏・冬休みを除く）
募集組数 1クラス20組程度
令和2年4月1日現在2～4歳児とその保護者
親子1組（2人）年額3,000円
4月10日㊎～20日㊊に各児童館で配布する申込書を へ

生後91日以上の全ての飼い犬
日程
場所
時間
（4月）
は、生涯に1回の登録と毎年1回
美賀多中公園
13：35～14：00
の狂犬病予防注射の接種が義務 13日㊊
養田集会所
14：25～14：50
付けられています。飼い犬の体
東井吹大戸口公園 13：35～13：55
調に合わせ、4～6月にかかりつ 14日㊋ 湯屋ヶ谷公園
14：20～14：45
福吉台会館
13：35～13：55
けの動物病院や右記の会場で接
15日㊌
野中寺上集会所
14：25～14：45
種してください。屋外での集合注
南古自治会館隣
15：15～15：40
射は安全性などを考慮し、順次
縮小を進めています。できるだけ動物病院で接種してください。
3,300円（注射料2,750円、注射済票交付料550円）
※未登録犬の場合は、別途登録料3,000円が必要です
※注射会場へは犬を抑えることのできる人が連れてきてください

▶4月から犬猫関係の窓口が変わります

※児童館によって定員、募集期間、開催曜日などが異なる場合があるため、詳細は各児童館に直接問い合

犬の登録は（公社）神戸市獣医師会（☎862-1101）、犬猫の引き取りは動

わせてください 神戸市 すこやかクラブ

物管理センター（☎741-8111）、犬猫の相談は西衛生監視事務所（☎929-

こども青少年課 ☎322-5210 FAX322-6043

0550）へ問い合わせてください。

西衛生監視事務所 ☎929-0550 FAX929-0056

区民スポーツまつり助成の申請受け付け
1～5万円
対象団体 自治組織などの地域団体
対象活動 地域全体で取り組み、誰でも参加できる運動会で、複数種目か
ら構成される運動会
5月8日㊎までに申請書を へ

西区春季バドミントン大会参加者募集

助成金額

5月10日㊐9：00～9：15受付
西体育館
区内在住、在勤、在学の人（男子・女子ダブルス）
1人1,200円（高校・中学生800円、小学生500円）
3月27日㊎～4月20日㊊に区ホームページ内イベント申込サイトへ 
詳しくは 西区春季バドミントン大会
市事業・イベント案内センター ☎333-3372 FAX333-3314

区からのお知らせ
募集

募

集

西区赤い羽根地域ささえあい助成
区内で集められた寄付金を、西
区の地域福祉のために活用でき
る団体を募集します。
4月1日～

対象事業 
実施期間
令和3年3月31日
6月19日㊎（必着）までに へ
西区社会福祉協議会
☎929-0001 区 内線297
※募集要項、申請書は区社協ホー
ムページからダウンロード可能
一緒に楽しく手話を学びませんか
 月8日㊎～令和3年3月12日
5
㊎の毎週金曜（7月24日、8月
14日、1月1日を除く）18：30
～20：30（全40回）
西区文化センター
区 内在住、在勤、在学の手話
初心者
40人（応募多数の揚合は抽選）
2 万円（テキスト代3,300円
込み）
※入門課程修了者は基礎課程か
ら受講可

日時

場所

 月15日㊌までに、名前、住所、
4
電話番号、年齢、職業を直接窓
口または電話、FAXで へ
西 区 社 会 福 祉 協 議 会ボラン
ティアセンター ☎929-0047
FAX929-0084
花を種から育ててみませんか
（花みどり工房学園都市）



種から育てた花苗を街角の花壇
に配布し、美しいまちなみづくり
に貢献します。週1回の水やり、
月1～2回の作業など
4月16日㊍9：30～12：00
集合場所 
神戸市看護大学

（西区学園西町3-4）
4 月9日㊍までに電話または
FAXで へ
西建設事務所公園緑地係

☎912-3750 FAX912-3749
西体育館の催し
こどもの日NEXT DAY

無料イベント 無 料
親子体育あそび、ピラティス体
験会、なわとび教室など
5月6日㊌㊡
要申し込み。詳しくは へ

内容

対象

※募集要項、申請書は区役所、区各出張所で配布。区ホーム
ページからもダウンロード可能

 まちづくり課
区

（〒651-2195西区役所内（住所不要）） 
区 内線217 FAX929-0030

定員

料金

申し込み

西体育館
☎961-1381 FAX961-1382



博多明太子を夢見た、夫婦の物語
出演 
博多華丸、富田靖子他
4月13日㊊

①10：00～②14：00～
西区文化センター2階なでしこ
ホール※全席自由
前 売り800円（講座受講生、
友の会700円）、当日1,000円
西区文化センター

☎991-8321 FAX991-8324
西図書館の催し
🅐海と空の約束 無 料
絵本の読み聞かせとエコ工作
4月29日㊌㊗10：00～11：30
西図書館絵本コーナー
幼児～小学生（未就学児は保
護者同伴）
15人（先着順）
4月1日㊌から電話または直接

広告

西区役所 ☎929-0001（代表）

来館で へ※蔵書点検の休
館の可能性あり。詳細は へ
西図書館

☎991-8311 FAX992-2583

イベントイベント
なでしこ月曜シネマ
「めんたいぴりり」

問い合わせ  

田んぼ花摘み会

無

料

申込不要

５月10日㊐10：00～14：00
松本直売所ひまわりショップ前
（櫨谷町松本179-1）
西農業振興センター
☎975-5800 FAX975-6828
お知らせ
お知らせ
福祉乗車証（磁気カード）の
交換について



小学生以下対象の福祉乗車証
（磁気カード）の有効期限は4月
30日㊍までです
交換日時 
4 月1日㊌ 以 降の8：4 5～
12：00、13：00～17：15
（土曜、日曜、祝休日を除く）
※旧 乗車証を紛失等で持ってい
ない人は4月30日㊍から交付
持ち物 
現 在使用中の乗車証（磁
気カード）、印鑑、手帳など
交付資格を証するもの

電子メール           

 身体障害者・知的障害者②
①
精神障害者③母子世帯④中
国残留邦人等支援給付世帯
① ②④に該当：区役所2階健
康福祉課、③に該当：区役所3
階こども家庭支援課
※ ①③に該当し、今回から西
神中央出張所5階での受け取
りに変更する人は事前に区へ
連絡を（①②④に該当：区健
康福祉課 区 内線363、314
FAX929-1690、③に該当：
区こども家 庭 支 援 課 区 内 線
313 FAX929-0056）
市総合コールセンター
☎333-3330 FAX333-3314
施設名称の変更について
令和2年4月から
・連絡所→出張所
・西区民センター→西区文化センター

善意銀行

2月預託者（敬称略）

・㈱マルハン プレンティ店
・堀 文子
・性海寺追儺式保存会
区社会福祉協議会
区 内線297

