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なでしこ通信

平成31（2019）年4月号

▶ここ からは西 区 民 版 です

■ わがまち魅力アップ活動助成の申請を受け付けます ■ 広報掲示板設置補助金の申請を受け付けます

補助対象 自治会などが設置する広報掲示板の新設・修繕費などの一部
対象団体 区内で活動している地域団体・実行組織
対象活動 地域の魅力を活かした事業や地域の課題解決につながる活動で、 補助枚数 原則5枚まで ※設置着手後の申請不可 ※申請多数の場合は選考
補助金額 1枚当たり費用の3分の2（上限6万円）
かつ今回の申請で助成交付回数が3回以下の初動期の活動
申し込み 5月7日
（火）
～7月31日（水）に申請書を問へ郵送か持参
助成金額 上限20万円（書類審査と提案会の結果に基づき決定）
申し込み 申請書を問へ提出

※郵送の場合は7月24日（水）消印有効 ※募集要項、申請書は
区役所、西神中央出張所、区各連絡所などで配布または区ホー
ムページからダウンロード
問 区まちづくり課（〒651-2195 西区役所内（住所不要） 区 内線213 FAX 929-0030

■ 区民スポーツまつり助成の申請を受け付けます

■ 児童館すこやかクラブ会員募集

動会 ※参加人数、他の助成などによる条件あり
申し込み 問で配布中の申請書を直接窓口へ ※4月26日
（金）締め切り
問 区まちづくり課（〒651-2195 西区役所内（住所不要） 区 内線217 FAX 929-0030

週1回午前中（祝日，
小学校の夏・冬休みを除く）
応募資格 平成31年4月1日現在2～4歳児とその保護者
申し込み 4月11日
（木）
〜18日（木）の間に各児童館へ
料金 親子1組（2人） 年額3,000円
●実施児童館 ☆は市の補助を受けて運営している児童館で、独自に親子むけのクラブを開催しています

※5月10日（金）締め切り
※募集要項・申請書は区役所、西神中央出張所、区各連絡所などで配布また
は区ホームページからダウンロード
問 区まちづくり課（〒651-2195 西区役所内（住所不要） 区 内線216 FAX 929-0030

助成金額 1〜5万円
対象団体 自治組織などの地域団体
対象活動 地域全体で取り組む、 誰でも参加できる複数種目で構成される運

■ 狂犬病予防集合注射のお知らせ

〈荒天中止〉

生後91日以上のすべての飼い犬は、生涯に1回の登録と毎年4～6月に狂犬病
予防注射の接種が義務付けられています。飼い犬の体調に合わせ、最寄りやか
かりつけの動物病院、または下記の集合注射会場で接種してください。
料金 3,250円（注射料 2,700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）
☆注射会場へは犬をおさえることのできる人が連れてきてください
日程（4月）

場所
五百蔵集会所※
11日（木）
朝日が丘自治会館※
富士見が丘中公園※
12日（金）
押部谷集会所※
美賀多中公園
15日（月） 養田集会所
竹の台公園※
東井吹大戸口公園
16日（火） 湯屋ヶ谷公園
高水公園※

時間
13:35〜14:00
14:30〜15:00
13:35〜14:00
14:30〜15:00
13:35〜14:00
14:25〜14:45
15:10〜15:30
15:15〜15:40
14:20〜14:45
13:35〜13:55

日程（4月）

場所
時間
野中寺上集会所
13:35〜14:00
17日（水）
南古自治会館隣
14:30〜15:00
福吉台会館
13:35〜14:00
18日（木）
新地公園※
14:30〜15:00
神出吉生公民館※
13:35〜14:00
19日（金） 神出小束野消防団倉庫※ 14:25〜14:45
神出南下公民館※
15:10〜15:30
※印の会場は、平成32年度以降廃止予定です。
☆屋外での集合注射は、安全性などを考慮して縮小
を進めています。

●外出の際はマナーを守りましょう
散歩などの外出時に発生したフンやごみなどは、必ず家に持ち帰って飼い主が責任
を持って処理をしましょう。
トイレやブラッシングは家で済ませましょう。
●放さないで！捨てないで！
迷い犬や放し飼い、無責任な放棄が原因で飼い犬が野犬化し、不幸な犬を増やして
いるほか、区民から苦情も出ています。犬の放し飼いや放棄は絶対にやめてくださ
い。交付された鑑札と注射済票は犬の首輪などにつけましょう。

問 西衛生監視事務所

区

内線345

FAX 929-0056

区からのお知らせ
募

集

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、美しい街並みづくりに貢献します
内 週1回の水やり、月1～2回の作業など
日 4月18日
（木）9:30～12:00
集合場所 神戸市看護大学（学園西町3-4）
申 4月11日（木）までに電話かFAXで問へ
問 西建設事務所公園緑地係
☎912-3750 FAX 912-3749

楽しく手話を学びませんか〈全40回〉
日 5月9日～2020年3月5日の毎週木

所
対
定
￥
申

曜、10:00～12:00（8月15日・10
月3日・10月10日・1月2日を除く）
西区民センター
区内在住・在勤・在学の手話初心者の方
40人（抽選）
20,000円（テキスト代3,240円込）
①名前②住所③電話番号④年齢⑤
職業を来会・電話・FAX・郵送で問へ
※4月17日（水）消印有効

実施期間 5月中旬頃から平成32年3月第2週まで

児童館名
秋葉台
有瀬
伊川谷
井吹台
井吹西

電話番号
994-8429
974-6318
974-8433
992-8849
991-5882

児童館名
岩岡
枝吉
押部谷
春日台
狩場台

電話番号
967-4003
927-5617
994-3621
961-6370
991-8742

児童館名
神出
太山寺
竹の台
玉津
玉津北

電話番号
965-1424
794-4790
992-7063
917-2816
922-0855

児童館名
櫨谷
平野
美賀多台
☆あさひ

問 各児童館

■ 福祉乗車証（磁気カード）の交換のお知らせ

小学生以下の対象者へ交付のカードの有効期限は、4月30日（火・休）まで
交換日時 4月1日
（月）から 8:45～12:00、13:00～17:15（土・日、祝日を
除く） ※旧乗車証を持っていない人は4月26日（金）から
持 ち 物 （旧）乗車証・印鑑と手帳など交付資格を証するもの
対
象 ①身体障害者・知的障害者②精神障害者③母子世帯④中国残留邦
人等支援給付世帯の人
場
所 ①②④に該当:区役所1階 ③に該当:区役所3階 ※①③に該当し
西神中央出張所5階での受け取りを希望する人は事前に 区 へ
区 ①②④に該当:区健康福祉課 内線364 FAX 929-1690
③に該当:区こども家庭支援課 内線313 FAX 929-0056
問 市総合コールセンター ☎333-3330

■ バス停名の変更について

4月より41・46系統の「井吹台東町6丁目（東西行）」を「いぶき東フレア（井吹
台東公園前）」に変更します。
問 交通局市バス運輸サービス課 ☎322-5950 FAX 322-6186

日 日時 所 場所 内 内容 対 対象 定 定員 ￥ 料金 申 申し込み 問 問い合わせ 区 西区役所 ☎929-0001（代表）

問 区社会福祉協議会（〒651-2195
西区役所内（住所不要））
区 内線292・297 FAX 924-3170

イベント
スポーツ吹矢短期教室

日 5月7・14・21・28日
（火）
（全4回）

9:00～10:45
対 一般 定 先着30人
￥ 3,480円及びマウスピース・パ
イプクリーナー代450円
申 電話または直接問へ
問 西体育館
☎961-1381 FAX 961-1382

玉津南公民館の催し

A.開講記念イベント スプリングジャズ
コンサート〈無料・申込不要〉
日 4月13日
（土）14:00～
B.春季講座受講生募集
詳しくは 玉津南公民館
検索
問 玉津南公民館
☎914-4300 FAX 914-8277

西図書館の催し

〈無料〉

A.おはなし会〈申込不要〉
日 4月7・14・21日（日）10:45～11:15
B.手づくり会「ワクワク？ドキドキ？
びっくりばこ」
牛乳パックを使って「びっくり箱」づくり
日 4月28日
（日）10:30～12:00
C.いきものおはなしかい
絵本の読み聞かせとエコ工作など
日 5月6日
（月・休）10:00～11:30
対 A〜Cいずれも幼児～小学生（Aは

保護者同伴可、B・Cは未就学児
は要保護者同伴）
定 B・Cともに先着15人
申 B・Cとも4月10日
（水）
より電話か
直接問へ
問 西図書館
☎991-8311 FAX 992-2583

なでしこ月曜シネマ

「妻よ薔薇のように（家族はつらいよⅢ）」
山田洋次監督による
“主婦への讃歌”
出演 橋爪功、吉行和子、西村まさ彦、

広告

電話番号
992-7081
961-3566
961-1808
994-2662

妻夫木聡 他

日 4月8日（月）①10:00～ ②14:00～
所 西区民センター2階 なでしこホール

※全席自由

￥ 前売り800円（受講生 ･ 友の会

700円）当日1,000円 ※4歳〜
中学生:前売り・当日共に500円
問 西区民センター
☎991-8321 FAX 991-8324

ヘ ルシ ー ウオーキング 登 録・
〈無料・申込不要〉
歩数確認会
日 4月18日
（木）9:45～11:00
所 地域医療ホール（糀台5-1-3）
対 区内在住・在勤の人

問 西保健センター
区 内線303・304 FAX 929-1690

フォークダンス教室

〈申込不要〉

日 4月13・27日
（土）14:00～16:00
所 西体育館 会議室
￥ 300円 持ち物 上履き

問 市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX 333-3314

電子メール

春は火災が増える 時期です

あぜ焼きなどを含む「焼却火」が原因で、建
物・林野へ延焼したり、死傷者が発生するな
ど、重大な被害となる場合もあります。
○焼却中は目を離さないよう！
○他へ燃え広がらないよう下草を刈るか、
事前に散水！
○小分けにして焼却！
○もしもの時のために消火する水を用意！
○風の強い日や空気が乾燥している日の
焼却は危険です！
○火災と間違われやすい行為（火や煙が出
る場合）の届出をあらかじめ消防署に届
け出ましょう！

問 西消防署消防防災課
☎961-0119 FAX 961-1119

善意銀行

〈2月預託者（敬称略）〉

・西区連合婦人会
問 区社会福祉協議会 区 内線297
３月号の記事に下記の
【お詫びと訂正】

誤りがありました。お詫びして訂正します。
『平成30年度「優良・取り組み推進ステー
ション」決定』の記事内の自治会名

【誤】南漆山自治会 【正】漆山自治会

