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西区区民広報紙

令和元（2019）年11月号

区長が区内最高齢者に長寿のお祝い

「西区魅力発見ツアー」参加者募集

ここからは西区民版です▶

9月13日、衣川区長が区内男女最高齢者に
長寿のお祝いをしました。男性は肥田敬治さん
（103歳）、女性は内藤ヤサさん（107歳）で
す。本年度に100歳を迎える42人を含めると
100歳以上の区民は121人になります。いつま
でも元気にお過ごしください。
区健康福祉課 区 内線323 ＦＡＸ929-0056

西区の農業、ワイン造りを体験・見学する
コース
バスツアーに子どもと一緒に参加しませんか！
大根収穫体験(土産あり）→
11月23日㊏㊗10：00～17：00
地元食材料理（昼食）→神戸
小学生以下の子どもと保護者
ワイナリー見学（試飲あり）
集合場所 三宮または西神中央
40人（抽選） 2,000円（小学生以下1,000円）

※昼食代含む ※保護者同伴のグループも可 ※当日は係員が同行します ※ツアー内容は変更する場合があります

写真は内藤さん

 1月8日㊎までに電話、メールで名鉄観光サービス㈱（9：30～17：30
1
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
市イベント案内・申込センター ☎333-3372 FAX333-3314

播磨臨海地域道路についてご意見をお聞かせください
播磨臨海地域道路（第二神明〜広畑）の検討を進めるに当たり、地域
の皆さんや道路を利用される皆さんの意見を道路計画に反映すること
を目的に、アンケート調査およびオープンハウス（ご意見をお聞きする
場）を実施します。アンケート用紙は無作為抽出で配布する
ほか、区役所等に設置します。
（インターネットからも回答で
きます https://harimarinkai2019.jp/）
期間 1 0月25日㊎～11月30日㊏ オープンハウス実施場所：11月4日
㊊㊡、5日㊋１０：００～１６：００ イズミヤ西神戸店
市建設局湾岸・広域幹線道路本部推進課広域幹線係 
☎595-6441FAX595-6409

区からのお知らせ
募

集

西体育館の催し
冬季スポーツ教室募集（１～３月）
バドミントン教室、卓球教室、
健康教室、子供・親子教室、
文化教室
詳しくはホームページへ
1 1月8日㊎～27日㊌に直接
窓口またはFAXで へ
西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
玉津南公民館秋季講座

無

料

🅐書道をはじめてみませんか
11月19日㊋18：30～20：00
先着10人
🅑スマホ入門講座（らくらくフォ
ン編）
11月22日㊎、29日㊎
10：00～12：00 先着20人
🅐 🅑とも、電話で申し込み状
況を確認の上、直接来館また
はＦＡＸで へ
玉津南公民館
☎914-4300 ＦＡＸ914-8277
孫育て教室

無

料

乳児期の育児の今と昔の違いや
祖父母の役割を知って、子育て
支援者になりましょう
11月28日㊍10：00～12：00
（受付9：45～）
地域医療ホール102会議室
区内在住で孫のいる人（予定
でも可）、地域の子育てに関

日時

場所

心のある人 先着30人
直接窓口または電話で へ
区こども家庭支援課 区 内線
３４３、３５３ FAX９２９-００５６
イベントイベント
西図書館の催し
無

料

申込不要

🅐おはなしでてこい
絵本の読み聞かせや人形劇
11月3日㊐㊗10：30～12：00
西区民センター多目的ホール
幼児～一般 当日先着70人
🅑おはなし会
絵本の読み聞かせや手遊びをし
ます
11月10日、17日、24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）
西図書館
☎991-8311 FAX992-2583
フォークダンス教室

申込不要

 1月9日㊏、30日㊏
1
14：00～16：00
区役所4階公会堂 300円
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314
西区民センターの催し
🅐第５回なでしこ寄席
11月24日㊐14：00開演
（13：30開場）
西 区民センター2階なでしこ

内容

対象

西区人権講演会

料 （手話通訳・要約筆記あり）

谷五郎のちょっといい話～ささえあい思いやる心～
12月4日㊌14：00～15：30
西区民センター２階 なでしこホール
講師 谷五郎さん（ラジオ・パーソナリティー） 先着300人
11月22日㊎までに電話で またはホームページ
（https://kobecity-official-event.jp/form/718）へ
市イベント案内・申込センター ☎333-3372 FAX333-3314

テーマ

定員

料金

ホール 出演 桂梅團治 他
450人（全席自由）
前 売券1,800円（講座受講
生・友の会1,500円）、当日券
2,000円
🅑子ども向けファミリーミュージ
カル「GOKU〜めざすは天竺
〜」 無 料
令和２年１月19日㊐
午前の部／11：00開演
午後の部／14：00開演
（いずれも30分前開場）
出演 
ミュージカルサークルみっく
すじゅうす
各回先着450人（全席自由）
1 1月1日㊎から開催日までに
直接窓口または電話で へ
西区民センター
☎991-8321 FAX991-8324
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を、
100万歩達成ごとに記念バッジ
を進呈します。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
11月15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（万歩計
は各自で用意）
西保健センター 区 内線303・
304 FAX929-1690
第2回下北古大根祭り（収穫祭）
申込不要

大根を収穫する体験会です。野

広告

無

申し込み

問い合わせ

西区役所 ☎929-0001（代表）

菜直売やお接待（豚汁、おにぎ
り）あり
11月24日㊐１０：００～１２：００
下北古会館（神出町宝勢２７９０）
１本50円で収穫体験（数に限
りあり）
西農業振興センター
☎９７５-６８６０ＦＡＸ９７５-６８２８
ボランティア交流会
「なないろの集い」
西区で活動するボランティアの
皆さんが交流を深めるイベントで
す。ボランティア活動に興味のあ
る人の参加もお待ちしています
11月22日㊎14：00～16：30
プレンティホール（糀台５-２-３）
区内在住・在勤の人
先着100人 300円
1 1月12日㊋までに住所、氏
名、年齢、電話番号、
「ボラン
ティア交流会参加」を電話、Ｆ
ＡＸで へ
区ボランティアセンター
☎９２９-００４７ＦＡＸ９２９-００８４
岩岡を歩こう会
無

料

申込不要

 1月24日㊐
1
9：15受付→10：00出発
集合 
岩岡公園（神姫バス⑫「岩岡
連絡所前」下車西へ300㍍）
行程 
Aコース：金覚寺、黄色たば
こ記念碑など約11㌔（約３
時間）
Ｂコース：大師井戸、上村の大
歳神社など約８㌔（約２時間）

電子メール

岩岡連絡所
☎967-1001 FAX969-2002
伊川流域ウォーキング・野鳥・植
物観察 無 料 申込不要
 1月17日㊐
1
8：30受付→９：００出発
集合 地下鉄伊川谷駅
行程 
和田ケ池、惣社神社など
約6㌔（約3時間）
伊川を愛する会（伊川谷連絡
所内）
☎974-0001 FAX978-2004
押部谷明石川リバーウォーク2019
無

料

 1月23日㊏㊗
1
9：00受付→10：00出発
集合 向井山公園（見津が丘1丁目）
行程 
木津磨崖仏、顕宗仁賢神社、
こうべ環境未来館
電話で へ
押部谷連絡所
☎994-1001 FAX998-2001
お詫びと訂正
広報紙「なでしこ通信」10月号
掲載記事に下記の通り誤りがあり
ました。お詫びし訂正いたします。
人形劇鑑賞（無料）
【誤】8日㊊
【正】18日㊊

善意銀行

9月預託者（敬称略）

・㈱マルハン マルハン玉津店
区社会福祉協議会
区 内線297

