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防犯パトロールグッズの支給

第64回西区グランドゴルフ大会 参加者募集

ここからは西区民版です▶

防犯パトロール活動に必要な装備を支
給します。
受付期間 5月7日㊋〜31日㊎
受付場所 区役所4階まちづくり課
自主的な子どもの見守り活動を目的と
した住民団体で、計画的な自主防犯活
動を行う非営利団体
申請書に団体活動概要書、構成員名簿
を添付して へ

6月8日㊏9：00〜9：15受付
総合運動公園 球技場
区内在住・在勤の人
64チーム（抽選）
1チーム（6人）3,000円
 で配布または区ホームページ掲載
の申込書に記入の上、5月15日㊌までに郵送またはFAXで へ
区まちづくり課「グラウンドゴルフ係」〒651-2195（住所不要）
区 内線217 FAX929-0030

支給物
パトロールベスト、パトロー
ルキャップ、腕章、防犯合
図灯、パトロールライト、
横断旗
※一部変更する場合があります

※申請書は区役所、西神中央出張所、各連絡所で配布
または区ホームページからダウンロード

自動車図書館・みどり号が西区内を巡回しています

西区 パトロールグッズ

区まちづくり課
区 内線217 FAX929-0030

神戸サイクル＆バスライド駐輪場の
移設について
性海寺前バス停の付近
に設置していた無料駐輪場
は、4月末に下記の通り移
設することになりました。通
勤、通学、お出掛けの際に
ぜひご利用ください。
移設場所
台数

高 和橋バス停
（押部谷町高和）
13台

凡 例
：設置場所
：バス停
高和
高和橋

性海寺川

神戸母里線

移設場所

下司垣橋

性海寺前駐輪場
（3月末撤去）

市総合コールセンター ☎333-3330 FAX333-3314

募

集

●西区ウオーキング事業活動助成
期間

5月20日㊊～8月30日㊎

助成金額 7万5,000円（上限）

 内の地域団体が行うウオーキン
区
グ事業 ※詳細は へ
で配布中の申請書を直接窓口へ
区まちづくり課
区 内線217 FAX929-0030

●西体育館の催し
🅐  市民救命士講習会
「市民救命士講習修了証（普通救命
コース）Ⅰ」を発行します！
5月25日㊏13：30～16：30
中学生以上
先着16人
マウスピース代380円
（持参の場合無料）
🅑 西区ふるさとウォーキング 無 料
Vol.10 鬼やらいのみち
西神中央駅から長福寺、住吉神社、近江
寺、性海寺を巡る約15㌔のコースです
5月26日㊐9：00～15：00
先着30人
🅒ス
 ポーツ栄養学 無 料 
熱中症対策＆栄養満点スポーツめし
6月9日㊐10：00～11：30
先着15人
🅓 婚活応援スポーツ・コンパニー
～ニュースポーツ＆パーティー～
6月9日㊐15：00～20：00

日時

場所

 身社会人で、25～40歳の男女
独
各10人（最少開催人数各5人）
3,500円（パーティー費含む）
所定の申込用紙を の窓口または
ひょうご出会いサポートセンターへ
🅔 アドラー心理学を活用した
「子育てメンタル講座」
（3回）
6 月1 0・1 7・2 4日㊊ 1 3：1 5～
14：45
先着20人 3,000円
🅕ゴ
 ルファー・アスリートのための体幹
トレーニング短期教室（4回）
６月８

・15・22・29日㊏17：15～
18：45
先着30人
3,480円
 ・🅑・🅒・🅔・🅕は直接窓口また
🅐
は電話で へ
西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
●玉津南公民館春季講座 無 料
🅐  走り方教室
小学生
5月11日㊏1・2年生9：00～10：15、
3～6年生10：30～11：45
30人
🅑  歴史再発見
5月21・28日㊋14：00～15：30
30人
🅒  バレーボールはじめませんか
5月27日㊊15：00～17：00
10人

貸出期間

1カ月以内（次の巡回日まで）

巡回地区

駐車場所

巡回曜日

駐車時間

竜が岡

竜が岡南公園

第2金曜

13：00～13：30

岩岡町岩岡

九号池公園

第2金曜

13：50～14：20

高津橋

岡の下公園

第2金曜

14：50～15：30

五百蔵

広野南公園

第3土曜

13：00～13：30

桜が丘

桜が丘東町公園

第3土曜

14：00～14：50

井吹台東町

井吹台中公園

第3土曜

15：20～16：00

王塚台

王塚公園

第4水曜

13：00～14：00

枝吉

蓮池公園

第4水曜

14：20～15：00

池上

高水公園

第4水曜

15：30～16：10

富士見が丘

富士見が丘中公園

第4金曜

13：00～13：40

美穂が丘

美穂が丘中公園

第4金曜

14：00～14：30

中央図書館市民サービス係 自動車図書館担当
☎371-3351 FAX371-5046（日・月・祝は休館）

神戸サイクル＆バスライド

区からのお知らせ

1人10冊以内

貸出可能冊数

内容

対象

定員

料金

🅐・🅑・🅒とも、電話で申込状況を
確認の上、FAXまたは直接来館し
窓口へ
玉津南公民館
☎914-4300 FAX914-8277
イベント

イベント

●西農業振興センターの催し
🅐「おしべのゆめ」稲作体験
6月16日㊐10：00～12：00
住吉神社（押部谷町細田302）
親子
25組（抽選・6月3日㊊締め切り）
3,000円
🅑た
 め池・田んぼ探検隊 無 料
6月9日㊐9：30～13：00
めっこうファーム（神出町東2140）
親子
50組（抽選・5月7日㊋締め切り）
🅒 田んぼ花摘み会 無 料 申込不要
５月12日㊐10：00～14：00
櫨 谷町松本直売所ひまわりショッ
プ前（櫨谷町松本179-1）
🅐・🅑とも、代表者氏名、参加者全
員の氏名、年齢、住所、連絡先を記
入の上、はがきまたはＦＡＸで へ
西 農 業 振 興 センター（〒6 5 1－
2124 伊川谷町潤和1058西神文
化センター２階）
☎975-6860 ＦＡＸ975-6828

広告

申し込み

問い合わせ  

西区役所 ☎929-0001（代表）

●西図書館の催し
🅐おはなし会＜全4回＞
無

料

申込不要

絵本の読み聞かせや手遊びをします
5月5・12・19・26日㊐

10：45～11：15
西図書館絵本コーナー
幼児～小学生（保護者同伴可）
🅑蔵書点検のお知らせ
蔵書点検のため休館
6月5日㊌～10日㊊ 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
登録時にウオーキング手帳、100万
歩達成ごとに記念バッジを進呈。管
理栄養士による栄養相談、談話コー
ナーもあります
5月22日㊌13：45〜15：00
地域医療ホール（糀台5-1-3）
区内在住・在勤の人
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
5月25日㊏14：00〜16：00
区役所4階公会堂
300円 持ち物 上履き
主催 区体育協会（区まちづくり課内）
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

電子メール           

西警察署からのお知らせ
●春の全国交通安全運動の実施
５月11日㊏～20日㊊
①子どもと高齢者の安全な通行確
保と高齢運転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の促進
③全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
神戸西警察署 ☎992-0110㈹
兵庫県警察

善意銀行

3月預託者（敬称略）

・狩場台婦人会 ・西区仏教会
・匿名 ２件
区社会福祉協議会 区 内線297
４月号の記事に、下記の誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
【狂犬病予防集合注射のお知らせ】
◦東井吹大戸口公園
誤 15：15～15：40
正 13：35～13：55、15：15～
15：40
◦高水公園
誤 13：35～13：55
正 13：35～13：55、15：15～
15：40

