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西区区民広報紙

令和2（2020）年3月号

「第38回西区みどりと太陽のまつり」の出演者・出店者募集

令和元年度西区総合防災フェア

ここからは西区民版です▶

5月16日㊏11：00～17：30（予定）
プレンティ広場（西神中央駅東側）
①ステージの出演
内容 ダンス、コーラスなど会場の皆さんが楽しめるもの
資格 主たるメンバーが区内在住・在勤・在学の5人以上の団体
出店協力金 1団体4,000円
②ひろばの出店
資格 非営利目的の団体・グループ、個人（暴力団関係者による出店不可）
出店協力金 1区画1万3,000円、2分の1区画6,500円（ともにテント付き）
※飲食物を調理・加工する場合:1区画1万4,000円、2分の1区画7,000円 ※火気器具を扱う場
合は別途消火器リース代が必要 ※テントの持ち込み不可（実費負担にて机などの貸し出しあり）

3月30日㊊10：00～15：00（予定）
3歳以上の未就学児と保護者
集合場所 西区民センター

※募集要項および申込書は区役所、西神中央出張所、区各連絡所で配布のほか、区ホームページから
ダウンロード可 みどりと太陽のまつり 募集
※応募多数の場合は選考あり。結果は4月上旬に文書で通知

行程

市イベント案内・申込センター ☎333-3372 FAX333-3314

参加者同士で交流→イチゴ農家見学→
公園で昼食・親子遊び

 20人程度（抽選）
1人1,000円（大人・子ども同額）

西区マスコットキャラクター「神戸ウエストン」の
LINEスタンプができました！
みなさん待望？のボクの

LINE
STORE

区まちづくり課

区

LINEスタンプが登場！
ぜひ使ってね♪

募集

募

集

第71回西区卓球大会
4月12日㊐9：00～9：20受付
西体育館
区 内在住・在勤・在学者（中
学生以上）
種目 
① 男子シングルス②女子ダ
ブルス
①500円②1組1,000円
※ゼッケンは各自で用意
主催 
区体育協会（区まちづくり課）
西 体育館・区役所で配布の申
込用紙に記入の上、3月19日
㊍までに指定口座に入金
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
終活セミナー「自分らしく生きる 
～片づけから始めよう！物・心・
情報の整理～」 無 料
3月11日㊌13：30～15：00
西区民センター2階大ホール
区 内在住・在勤の人、ボラン
ティア活動に興味がある人
200人（応募多数の場合は抽選）
3 月6日㊎までに電話または
F A Xで名 前 、住 所 、電 話 番
号、年齢を へ

 月12日㊍までに電話またはメールで名鉄観光サービス㈱（9：30～
3

17：30土・日曜、祝日休）へ 
〒650-0038 中央区西町35（三井神戸ビル3階）

☎321-5005 hiroshi.koyanagi@mwt.co.jp

※このツアーは募集型企画旅行約款によります

内線213 FAX929-0030

日時

市イベント案内・申込センター ☎333-3372 FAX333-3314

場所

西 区 社 会 福 祉 協 議 会ボラン
ティアセンター☎929-0047
FAX929-0084
玉津南公民館
登録グループの見学


無



※昼食は各自持参 ※当日は貸切バスで移動し、係員が同行します ※ツアー内容は変更する場合があります

スタンプ
ショップ

区からのお知らせ

申込不要

西区わくわくツアー参加者募集

 月12日㊍までに所定の申込書に必要書類を添えて区まちづくり課
3
へ持参（郵送不可）

ダウンロードは
こちらから！

料

区民の自主防災力の向上を図るため、区内を中
心に災害対応に関わる機関や防災の取り組み
を行う団体・学生と防災フェアを開催します。
3月22日㊐11:00～15:30
プレンティ広場（西神中央駅東側）
内容 救 護所設置訓練、おいしい防災塾、煙体
験、災害時に活躍するドローン展示など
区総務課 区 内線206 FAX929-0210

募集概要

120円（=50LINEコイン）、全40種類

無

料

新生活がスタートする春！新しい
ことにチャレンジしてみませんか。
生け花、書道、手芸、陶芸、茶
道、詩吟、コーラス、卓球など
※日時など詳細は へ
玉津南公民館
☎914-4300 FAX 914-8277
玉津南公民館

第九講座
12月12日㊏に神戸文化ホール
で開催の「市民の第九」出演の
ための講座
①「はじめての第九」クラス（初
心者向け）②「第九を歌おう」ク
ラス（経験者向け）
講師 馬場清孝さん（コーラス講師）
①6～8月の木曜（全8回）②8
～11月の木曜（全10回）※時
間はいずれも16：00～18：00
西 区民センター2階なでしこ
ホール
①8,500円②1万1,000円
※本 番出演料および合同練習6

内容

対象

定員

料金

申し込み

回（約9,000円）が別途必要
※①の受講生は②にも優先参加
直 接 窓口または電 話で へ
（先着順）
西区民センター
☎991-8321 FAX991-8324
イベントイベント
西図書館の催し
無

料



申込不要

🅐おはなし会
絵本の読み聞かせや手遊び
3月1・8・15・22・29日㊐ 
10：45～11：15
幼児～小学生（保護者同伴可）
🅑季節のおはなし会
絵本の読み聞かせなど
3月7日㊏11：00～11：30
幼児～小学生（保護者同伴可）
西図書館
☎991-8311 FAX992-2583
ヘルシーウオーキング登録・
歩数確認会 無 料 申込不要
〈同時開催〉管理栄養士・保健師
による栄養相談（要予約）
※健診結果を持参してください
3月10日㊋9：45～11：00

広告



問い合わせ  

西区役所 ☎929-0001（代表）

地域医療ホール（糀台5-1-3）
区 内在住・在勤の人（万歩計
は各自で用意）
西保健センター 区 内線303・
304 FAX929-1690
フォークダンス教室

申込不要

 3月7日㊏14：00～16：00
①
②3月21日㊏13：00～14：50
①区役所4階公会堂②西体育
館体育室 持ち物 上履き
①300円②200円
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
西体育館の催し
西区ふるさとウォーキングVol.12
～神々と出会うみち～
３月22日㊐9：00～15：１５
行程 
集 合西神中央駅前10番バ
ス乗り場（9：10発バス乗
車）⇒西盛～雄岡山～金棒
池～雌岡山（神出神社・昼
食）
～兵庫楽農生活センター
～最明寺～田井東口（バス）
⇒解散西神中央駅（約８㌔）
※現地解説あり
一般 先着２５人 ６９０円
3月7日㊏から直接窓口か電話
で へ

電子メール           

西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
西区デイサービスセンター
作品展示会 無 料 申込不要



 月23日㊊～28日㊏9：00～
3
17：00（初日は午後のみ、最
終日は午前のみ）
西区民センター1階区民ギャラ
リー
主催 
西 区デイサービスセンター
連絡会
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
西警察署からのお知らせ
・少年相談室「ヤングトーク」
専門員による相談電話
0120-786-109

（9：00～17：00）
※夜間、土・日、祝休日は留守番電話
神戸西警察署 ☎992-0110㈹
兵庫県警察

善意銀行

1月預託者（敬称略）

・㈱マルハン玉津店
・㈱マルハン新大蔵谷店
・西区仏教会 ・匿名4件
区社会福祉協議会
区 内線297

