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「社会を明るくする運動」西区作文コンテスト
ここからは西区民版です▶

「第69回社会を明るくする運動」西区作文コンテストの受賞者が決定し
ました。この運動は、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的
な運動です。
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小学校の部優秀賞（順不同）
長坂小学校

6年

宮崎莉央さん

勇気をもって声かけすると

枝吉小学校

6年

山口萌衣さん

非行・犯罪をなくすには

枝吉小学校

6年

永田玲子さん

非行・犯罪をなくすには

西区のこうべ旬菜①

岩岡町のブロッコリー

市内産野菜の主力品目の一つがブロッコリー。8月上旬から種を
まき、苗を育成。8月下旬から9月にかけて苗を畑に植え付けます。
収穫と出荷は10月上旬～3月上旬。西区では約10品種のブロッコ
リーが生産されているとか。各農家から収穫されたブロッコリーは
JAに集荷され、神戸市内を中心に京阪神の大型スーパーへ出
荷。JA兵庫六甲の農協市場館で販売されることもあり、みずみず
しく、青々とした新鮮な野菜と好評のブロッコリー生産の苦労や豆
知識などをこうべ旬菜ブロッコリー部会の部会長・山崎稔洋さんに
お話しいただきました。詳しくは、ウェブをご覧ください。

中学校の部優秀賞（順不同）
井吹台中学校

１年

天埜舞奈さん

桜が丘中学校

１年

三輪ののかさん

押部谷中学校

３年

古垣滉太さん

思いやりの心
言葉で変わる人の心
社会を明るくするために

社会を明るくする運動西区推進委員会（区まちづくり課内）
区 内線285 FAX929-0030

身近な保健医療講座
 生100年時代を安心して迎えるために準備しておくこと パート2
人
令和２年１月16日㊍、23日㊍、30日㊍13：30～16：00
プレンティホール 先着250人

テーマ

西区みのり通信

抽選で5人に旬の野菜セットをプレゼント！

［提供：JA兵庫六甲］

１月23日㊍

１月30日㊍

第１
講座

広野高原病院
坂本由紀 歯科医師

西神戸医療センター
田中利明 理学療法士

西神戸医療センター
有岡靖隆 管理栄養士

第２
講座

新生病院
宮軒將 医師

向井整形外科
向井宏 医師

西神戸医療センター
永澤浩志 医師

はがきかFAX、電子メールに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、質問に対する
答えおよび感想を記入し、区 まちづくり課 〒651‐2195（住所不要）、FAX9290030
質問

１月16日㊍

12月1日㊐から電話で へ
市イベント案内・申込センター ☎333-3372

区からのお知らせ
募

県立神戸高等技術専門学院 
令和２年４月入校 学院生募集
就 職するための知識・技術を
身に付けたい人
募集コース 
①１年コー ス（ C A D /
CAM加工、電気制御、
印刷総合技術、インテリ
アリフォーム、総合ビジ
ネス ）②６カ月コー ス
（福祉調理）
※見学会（要予約）あり
詳しくは 神戸高等技術
県 立神戸高等技術専門学院
☎794-6630 FAX794-6637
無

料

申込不要

 指せ東京パラリンピック！
目
世界に挑み続けるバタフラ
イマダム
講師 別所キミヱさん
※講 演会の後半、別所さんとの
卓球体験会あり。動きやすい
服装、室内履き持参。卓球ラ
ケット無料貸し出しあり
12月14日㊏14：00～15：00
玉津南公民館
テーマ

場所

☎914-4300 FAX914-8277

集

人権セミナー

日時

西体育館の催し
書初め練習会 無

料

 和2年1月5日㊐
令
①9：00～10：30
②10：30～12：00
①②とも各10人
①小学3・4年生②小学5・6年生
電話または直接 へ
西体育館
☎961-1381 FAX961-1382
【イベント】

イベント

西図書館の催し
🅐 おはなし会 無 料 申込不要
絵本の読み聞かせや手遊びをし
ます
12月1、8、15日㊐
10:45～11:15
幼児～小学生（保護者同伴可）
🅑 手づくり会 「ファンタジース
ノードーム」 無 料
キラキラしたスノードームを作り
ます
12月22日㊐10:30～12:00
幼児～小学生（未就学児は保

内容

こうべ旬菜ブロッコリー部会 部会長 山崎 稔洋さん

対象

定員

料金

護者同伴） 先着15人
1 2月10日㊋から電話または
直接 へ
🅐🅑ともに西図書館絵本コーナー
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
 12月5日㊍9：45～11：00
①
②12月25日㊌13：45～15：00
①地域医療ホール（糀台5-13）②区役所3階
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
西区民センターなでしこホール
の催し
🅐  なでしこ月曜シネマ「散り椿」
出演 岡田准一、西島秀俊 他
12月9日㊊
①10：00～、②14：00～
前 売券800円（受講生・友の
会700円）、当日券1,000円
🅑 ジョン・ルーカス クリスマス
ゴスペルコンサート
なでしこホールにジョン・ルーカ

広告

nishi@office.city.kobe.lg.jpへ。12月31日㊋消印有効。抽選。

ブロッコリーを使った
お気に入りの料理は？

申し込み

問い合わせ

※応 募は1人1通に限ります。当選結果は発送を
もって代えさせていただきます
※プレゼントは同等の品に変更することがあります

西区役所 ☎929-0001（代表）

スの歌声が響き渡ります！ぜひこ
の機会に生のゴスペルをお楽し
みください
12月21日㊏
15：00開演（14：30開場）
出演 ジ
 ョン・ルーカス、ジョイフルゴ
スペルワン、子ども聖歌隊 他
前売券2,200円〈講座受講生・
友の会2,000円、当日券2,500
円（18歳以下1,000円）〉
🅒 みんなで歌おう
Happy Christmas
出演 
K OSMA音楽愛好会、落合
庸平、藤川晃史 他
12月15日㊐
14：00開演（13：30開場）
前売券2,200円〈受講生・友の
会2,000円、親子券（大人1人
と小学生以下1人）2,000円、
小学生300円〉、当日券2,500
円（高校生以下500円）
🅓 第6回ダンスフェスティバル
無

料

市民参加型ダンスフェスティバ
ル。OSK日本歌劇団出身のダン
スショーもあり
12月8日㊐
13：30開演（13：00開場）
出演 約28チーム

電子メール

🅐〜🅓各回450人（全席自由）
西区民センター
☎991-8321 FAX991-8324
フォークダンス教室

申込不要

 2月14日㊏13：30～16：30
1
区役所4階公会堂
300円 持ち物 上履き
市イベント案内・申込センター
☎333-3372 FAX333-3314

西警察署からのお知らせ
・犯 罪被害者支援にご協力を！
社会全体で支えましょう
・性犯罪被害相談電話
「#8103（ハートさん）」
県警の相談窓口につながります
詳しくは 兵庫県警察
神戸西警察署
☎992-0110㈹

善意銀行

10月預託者（敬称略）

・西 神 中 央 出 張 所 保 健 福 祉
サービス窓口
・西区民生委員児童委員協議会
区社会福祉協議会
区 内線297

