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西区区民広報紙

令和元（2019）年10月号

秋のウォーキングイベント

無

料

ここからは西区民版です▶

いぶきの森を歩こう 申込不要
10月19日㊏9：30受付⇒10：00オープニングイベ
ント（終了後スタート）
セリオ光の広場（地下鉄「西神南」駅前）
行程 約7㌔
（約2時間）井吹台東公園～いぶきの森ほか
※スタンプラリーカードは先着800人

い
 ぶきの森を歩こう実行委員会事務局 ☎・FAX996-3569
第15回櫨谷まちの遠足会 昼食持参
10月26日㊏9：20受付⇒9：30スタート
松本公会堂（神姫バス13系統「松本」下車すぐ）
行程 約5㌔
（約4時間）
松本公会堂～川崎重工業～若宮神社～岡之屋形跡～
松本自噴泉公園～地蔵院～池田製餡所～松本公会堂
1 0月11日㊎までに参加者全員の住所、氏名、年
齢、電話・FAX番号を へ
櫨谷連絡所 ☎991-1001 FAX993-2038

区からのお知らせ
募

集

西体育館の催し
🅐 体育の日イベント 無 料
10月14日㊊㊗
午前：①子ども体育遊び

10：00～12：00
②ピラティス体験会

10：00～11：30
①幼児、小学生と保護者
②一般（定員30人、先着順）
持ち物 
室 内シューズ、タオル、飲
み物など
午後：③ 親子・中高生バドミント
ン、卓球開放
時間 
13：00～、15：00～、17：00～
（2時間入れ替え制）
親子または中学・高校生
持ち物 
室 内シューズ 、ラケット、
シャトルまたはピン球、タオ
ル、飲み物など
①当日窓口で受け付け②前日
までに電話または窓口で受け
付け③当日電話または窓口で
受け付け
🅑 西 区 ふ るさとウォー キング
Vol.11～櫨谷川散策のみち～
無

やよい賞の表彰

小雨決行

料

10月20日㊐9：00〜15：00
一般 30人
直接来館または電話で へ
西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
玉津南公民館秋季講座
🅐  トールペイントでクリスマスツリー
11月5日㊋10：00～12：00
10人 700円
🅑 生け花体験
11月6日㊌13：00～15：00
10人 700円

日時

場所

🅒 はじめての詩吟 無 料
11月7日㊍10：00～12：00
10人
🅐 🅑🅒とも、電話で申し込み
状況を確認の上、9月26日以
降直接来館またはFAXで へ
玉津南公民館
☎914-4300 FAX914-8277
イベントイベント
第1回西区医療フォーラム
無

料



申込不要

10月19日㊏14：00～16：00
（開場13：30）
西区民センター大ホール
480人
西区医師会
☎791-2490 FAX791-2491
西区冬季バドミントン大会
11月17日㊐9：00～受付
西体育館
種目 
男 子・女 子ダブル ス（ 3 部
制）
・シニアの部
1 人1,200円（中学・高校生
800円、小学生以下500円）
※当日徴収
1 1月8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
西区冬季バドミントン大会

市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
第65回
西区グラウンドゴルフ大会
11月10日㊐9：15～受付
総合運動公園球技場
区内在住・在勤の人
1チーム（6人）3,000円



神出の里ウォーク
11月17日㊐8：30受付⇒9：00スタート
神出小学校（神出町田井444）
行程 約7㌔
（約2.5時間）
神出浄水場～西照寺～老ノ口分水所～神出自然教
育園
1 0月31日㊍までに参加者全員の住所、氏名、年
齢、電話番号をはがきまたはFAXで へ
神出連絡所 ☎965-1001 FAX964-2000
玉津健康ウォーク 申込不要
10月27日㊐8：30受付⇒9：00スタート
西区役所
行程 約6㌔
（約2.5時間）
西区役所〜松本自噴泉公園〜日輪寺ほか
区まちづくり課 区 内線216 FAX929-0030

長年にわたって区民の安
全な暮らしに貢献した神戸西
警察署の優秀な警察官およ
びその配偶者に贈るもので、
今回は中村正義夫妻（左）、
井上光二夫妻の2組が表彰
されました。
お め で とう
ございます。

※雨天時の開催可否は☎929-0033へ

内容

対象

定員

料金

 で配布または区ホームペー
ジ掲載の申込書を10月18日㊎
（消印有効）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
歯周病検診のお知らせ

無

料

 1月1日㊎、15日㊎
1
13：15～14：30
地域医療ホール（糀台5‐1）
35歳と41歳以上の人
各日先着28人
歯 肉の状 況 、歯 石の付 着 状
況、歯周ポケットの測定、むし
歯やかみ合わせのチェック、ブ
ラッシング指導
10月9日㊌9：00から電話で へ
市イベント案内・申込センター
☎333‐3372
●西区民センターの催し
🅐 なでしこ月曜シネマ「ボヘミ
アン・ラプソディ」
出演 ラ
 ミ・マレック、ルーシー・ボー
イントン、グウィリム・リー 他
10月14日㊊㊗
①10：00～②14：00～
前 売券800円（受講生・友の
会700円）、当日1,000円
🅑 第6回ダンス・フェスティバル
出場チームを募集します
12月8日㊐
1チーム20人以内の18組（抽選）
ダンスジャンルはヒップホッ
プ、ジャズ、ストリートなど（5
分以内） 1人500円
10月20日㊐（当日消印有効）
までに所定の用紙を郵送また
は直接 へ
🅐🅑とも、西区民センター2階

広告

申し込み

問い合わせ

西区役所 ☎929-0001（代表）

なでしこホール
西区民センター
☎991-8321 FAX 991-8324
西図書館の催し

無

料

LOVE LOVE LIBRARY

～西図書館利用講座～
第1回は利用案内と図書の分類
について、第2回はOPACを使っ
た資料の探し方と自動貸出機の
使い方、第3回は図書のコーティ
ングと保存、修理の仕方について
の連続講座です。単独受講可
10月24日㊍、31日㊍、11月
7日㊍13：30～15：00
西区民センター会議室
一般 各回先着10人
1 0月10日㊍から電話または
直接 へ
西図書館
☎991-8311 FAX 992-2583
フォークダンス教室

申込不要

 10月5日㊏14：00～16：30
①
②19日㊏15：00～16：45
西体育館①会議室②体育室
①②とも、200円 持ち物 上履き
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
ヘルシーウオーキング登録・歩
数確認会 無 料 申込不要
10月17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（万歩計
は各自で用意）
西保健センター
区 内線303・304 FAX929-1690
第17回 赤い羽根共同募金
チャリティーダンスパーティー
11月10日㊐12：00～15：30

電子メール

（ドアオープン11：30）
神戸 西神オリエンタルホテル
4階翔雲の間
1 人7,000円（テーブルラン
チ付き、収益は共同募金へ寄
付されます）
10月31日㊍までに電話で神戸
西神オリエンタルホテル☎9928127（宴会予約直通）へ
区共同募金委員会（区社会福
祉協議会内） 区 内線297
神戸なんでも行政相談所
無



料

登記、年金、税金、相続、労働問
題などの無料相談を開催します
10月29日㊋13：00～16：00
（受付は15：30まで）
プレンティ一番館1階センター
コート
※相談は1人20分でお願いして
います。あらかじめ相談内容を
整理して来場してください
総務省兵庫行政評価事務所
☎331-9096 FAX 333-7919

明石税務署からのお知らせ
10月から申告書の作成など来
署による相談は、事前申し込
みが必要となります。電話で
の回答が困難な相談内容は、
面接相談を受けます。 に電
話で相談日時を予約してくだ
さい。
明石税務署
☎921-2261（代）

善意銀行

8月預託者（敬称略）

・匿名1件
区社会福祉協議会
区 内線297

