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西区区民広報紙

令和元（2019）年7月号

夏休み西区環境バスツアー～親子で楽しく自由研究

無

第25回参議院議員通常選挙が予定されています

料

ここからは西区民版です▶

8月7日㊌12：30～16：30
森永乳業㈱神戸工場（灘区摩耶埠頭3番）
（工場見学、チーズ作り体験）
※西神中央駅東側ホンダ横集合

西区在住の親子（小学生以上）
※一部階段昇降が必要な箇所があります

投票に行きましょう。当日、投票へ行けない場合は期日前（不在者）投
票に行きましょう。
※令和元年6月6日現在、投票日が未定のため、有権者の住所地に郵送される「投票のご案内」や、
「選挙
公報」等で詳細を確認してください

▶当日投票所
・投票場所は、有権者の住所地に郵送される「投票のご案内」を確認
してください。
・
「投票のご案内」を持参してください。
▶期日前投票所（西区管内期日前投票所９カ所）
・
「投票のご案内」裏面または期日前投票所受付に用意されている
「宣誓書」に必要事項等の記入が必要です。
・期日前投票所によって受付期間・時間が異なります。



40人（抽選）
7月5日㊎9：00から電話で へ（7月22日㊊締め切り）
市イベント案内・申込センター ☎333-3372 FAX333-3314

魅力再発見！西区写真・絵画コンクール
区内のお気に入りのスポットや魅力を捉えた写真・絵画を募集します。
部門ごとに応募作品の中から優秀作品を選び、展示します。
募集期間 7月19日㊎～9月10日㊋
西区マンホール
各部門の賞 最優秀賞（1点）
同時開催！
、
デザインコンテスト
優秀賞（1〜2点）、
西区の特色や自慢のイラストを募集
入選（2〜3点）、
し、最優秀賞の作品はマンホールの
佳作（数点）
ふたに製品化し、区内に設置します。
部門 写真の部（年齢要件なし）
区内在住の小学生・在学の小学生
、絵画の
募集期間 7月19日㊎～9月10日㊋
部①中学生の部②小学生以下の部
詳しくは
応募先 区まちづくり課
※詳しくは7月5日㊎から配布の募集要項を
ご覧ください

市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

区からのお知らせ
募

第68回神戸市総合体育大会
西区予選会 無 料



バレーボール一般男子（9人制）
7月28日㊐9：00～
市立工業高等専門学校体育館
区内在住・在勤のメンバーによって
編成されたチーム（中学・高校生
は含まない）
※代表者の所在地が西区であること
7月19日㊎までにはがきまたは電
子メールでチーム名、代表者の住
所、氏名、電話番号を へ
区 体育協会（区まちづくり課内）
（〒651-2195 住所不要）
区 内線217 FAX929-0030
n ishiku_taikyo@office.city.
kobe.lg.jp
神戸西オープンバドミントン大会
無

料



場所

西体育館の催し

🅐浴
 衣の着付け
～浴衣で行こうよ夏祭り 無 料
持ち物 浴衣一式（貸し出し可）
7月15日㊊㊗10：00～12：00
小学生以上の女性 先着15人
直接窓口または電話で へ
🅑 月謝制スポーツ・文化教室
・西宮ストークスバスケットボール

・ベーシック（小学1～3年生）
月曜17：00～17：55

・アドバンス（小学4～6年生）
月曜17：55～18：50
・書道教室（小中学生）
火曜17：30～18：30、18：30～19：30
西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
神戸市都市空間向上計画（素案）の
説明会・相談会

8月4日㊐9：00〜受付
西区体育館 種目 男子・女子ダブルス
7月22日㊊までに区ホームページ
内イベント申込サイトへ 詳しくは

○説明会 無 料
7月9日㊋
18：30～

西区民センター
多目的ホール

 イベント案内・申込センター
市
☎333-3372 FAX333-3314

7月14日㊐
10：00～

神戸市勤労会館
403・404号

神戸西オープンバドミントン大会

第4回西区民卓球大会
 月18日㊐9：00～9：20受付
8
西体育館 種目 男子・女子シングルス
区 内在住・在勤・在学者（中学生
以上）
500円 ※ゼッケンは各自で用意
西 体育館・区役所で配布の申込用
紙に記入の上、指定口座へ7月19
日㊎までに入金

日時

申込不要

場所

○相談会
日時
7月19日㊎
14：00～17：00
7月24日㊌
9：30～11：30
7月29日㊊
14：00～17：00
7月30日㊋
9：30～11：30

西神中央出張所西区民センタービル４階
各連絡所
（伊川谷、押部谷、神出、岩岡、櫨谷、
平野）
神戸市外国語大学内 三木記念会館

場所
西区役所
A会議室
西区民センター
会議室5
西区民センター
会議室5
西区役所
A会議室

内容

西区選挙管理委員会

対象

定員

料金

※他 区で開催の説明会・相談会へも
参加可能です
都市空間向上計画

市イベント案内・申し込みセンター
☎333-3372 FAX333-3314

イベント

イベント

バラの夏季剪定講習会 無 料
剪定の実習の他、年間を通じたバラ
の育て方を学びます
 8月28日㊌14：00～16：00
 高塚公園（バラ園）※屋外での講習です
 7月31日㊌（消印有効）までに往
復はがきに住所、氏名、年齢、電話
番号を記載の上、 へ
西 建 設 事 務 所 公 園 緑 地 係 担 当
（〒651-2128 玉津町今津字宮
の西333-1）☎912-3750 FAX
912-3749
玉津南公民館サマースクール
玉津南公民館では、7月22日㊊から
小学生向けにサマースクールを実施
します。夏休みの自由研究に役立つ
教室（切り絵、陶芸、食品サンプル、
手工芸など）や夏休みだからこそでき
る教室（バスツアー、バレー、卓球な
ど）など、全17教室を実施します。
詳しくは 玉津南公民館
玉津南公民館
☎914-4300 FAX914-8277
ヘルシーウオーキング登録・歩数確認会
無

料

受付時間

投票日の
16日前から
前日まで
投票日の
８日前から
前日まで

8：30～20：00

9：00～17：00

12：00～20：00

※「投票のご案内」は郵便事情で遅れる場合があります。投票のご案内が届いていなくても、期日
前投票所に用意されている「宣誓書」を記入することで投票できます

建設局下水道部経営管理課
☎806-8708 FAX322-6090

日時

受付期間

西区役所４階大会議室

西区 マンホールデザインコンテスト
※7月19日㊎以降検索可能

市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

集

受付場所

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。保健
師による健康相談・管理栄養士による
栄養相談もあります

広告

申し込み

区 内線206〜7

問い合わせ  

FAX929-0210

西区役所 ☎929-0001（代表）

7月18日㊍9：45～11：00
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
 7月6日㊏15：00〜16：45
①

②7月20日㊏14：00〜16：30
①・②とも西体育館 体育室
①・②とも200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
西図書館の催し 無 料
❶ 親子で立体パズル
親子でくるくる回転するパズルを作ります
7月15日㊊㊗10：00～11：30
西区民センター 会議室6
小学生の親子 先着8組
7月2日㊋から来館か電話で へ
❷ 児童文学相談室
読書感想文の書き方のコツを知ろう
8月2日㊎①13：30～14：30

②15：00～16：00
西区民センター 会議室6
①小学1・2年生②小学3・4年生
各回先着10人
7月10日㊌から来館か電話で へ
❸ 親子新聞教室
親子で新聞作りに挑戦
8月10日㊏13：30～15：00
西区民センター 会議室3
小学3～6年生の親子
先着10組
7月10日㊌から来館か電話で へ
❹ おとなだって絵本 申込不要
絵本の読み聞かせなどをします
8月6日㊋18：00～19：00

電子メール           

 図書館絵本コーナー
西
一般（子ども同伴参加可）
西図書館
☎991-8311 FAX992-2583
西区民センターの催し
🅐 茶道おもてなし会
無

料

申込不要



茶道講座受講生が日頃の練習の成
果、お手前を披露します
7月6日㊏11：00〜
西区民センター1階ギャラリー
先着200人
🅑 アンサンブル・リュネット 神戸ツアー
「親と子どものためのスペシャル
コンサート」
7月31日㊌14：00開演（13：40
開場）
西区民センター2階なでしこホール
出演 アンサンブル・リュネット
子ども500円、大人（中学生以上）
1,000円、親子ペア券1,200円、親
子ペア券（友の会・受講生）1,000
円※親子ペア券は前売りのみ
西区民センター

☎991-8321 FAX991-8324

西警察署からのお知らせ
●令和元年度第2回警察官募集！
受付期間：7月10日㊌～8月26日㊊
第一次試験：9月22日㊐
その他、詳しくは まで！
神戸西警察署 ☎992-0110㈹

善意銀行

5月預託者（敬称略）

・249会
・玉津婦人会
区社会福祉協議会 区 内線297

