
募 集
須磨区民センターより
A．上方落語・講談で語る須磨の歴史
●日 10月13日（日）14：00開演（13：30開場）
B.歌声喫茶ともしび〜ベイビーブーとともに〜
●日 10月20日（日）13：30開演（13：00開場）
C.須磨シネマ 「ボヘミアンラプソディ」
●日 10月27日（日）午前の部10：00開演（9：30

開場）、午後の部13：30開演（13：00開場）

D.歌まつり2019
●日 11月4日（月・休）14：00開演（13：30開場）
A〜Dいずれも
●所 4階大ホール　●対 一般　●¥  有料
●申 直接来館か電話で●問 へ。随時受け付け・定

員になり次第締め切り。
●問 区民センター　中島町1-2-3
　 ☎735-7641　FAX735-7644

着付け教室 先着10人

●日 10月17・31日、11月14・28日、12月5日（木）
10：00〜12：00

●対 一般　●¥  2,000円（材料費含む）
●申 電話か直接来館で●問 へ。
●所 ●問 南須磨公民館
　 ☎735-2770　FAX735-2782

平家物語「平敦盛の最後」 先着30人

●日 11月16日（土）10：30〜12：00
●¥  500円
●申 直接来館か電話、FAXで●問 へ。10月8日（火）

から受付
●所 ●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX792-0700

すまっこフェスタ 要申込・先着100組

●日 10月26日（土）10：00〜11：30
●所 区役所4階　多目的会議室
●対 原則、須磨区に住む乳幼児と

その保護者
●内 リズム体操・人形劇と子育てサークルの紹介
●申 10月24日（木）まで受付
●問 市イベント案内・申込センター　☎333-3372

催 し  無料・申込不要

コスモール区民の祭典
〜区民芸術文化作品展
子どもからお年寄りまで区民の皆さんが創
作した絵画や手芸などを展示します。お誘い
合わせの上、ご来場ください。
●日 10月3日（木）・4日（金）10：00〜15：00
●所 区民センター2階 ギャラリー「コスモール」
●内 絵画、手工芸、写真、書などの作品展示・須

磨区連合婦人会によるお茶席など
　 ※お茶席は3日（木）のみ
●問 市イベント案内・申込センター　☎333-3372

楽しく人がつながるアイデアを考える
ワークショップ
●日 10月14日（月・祝）、20日、11月10日（日）、

23日（土・祝）、30日、1月25日（土）
　 14：00〜16：00
●所 区役所4階　多目的会議室
●問 区社会福祉協議会
　 ☎731-4341（内310）　FAX731-2533

神戸総合運動公園　コスモスまつり
●日 10月12日（土）10：00〜15：00
　 （雨天翌日順延）
●所 総合運動公園コスモスの丘（緑台）
●問 総合運動公園管理センター
　 ☎795-5151　FAX792-3122

出演ボランティアまつり
〜こすもすステージ〜 観覧自由
須磨区ボランティアセンターに登録の出演ボ
ランティアによるパフォーマンスステージ
●日 10月31日（木）13：00〜16：00
●所 区民センター4階大ホール
●問 須磨区ボランティアセンター
　 ☎731-8922　FAX733-2533

神戸なんでも行政相談所（須磨区会場）
●日 10月31日（木）13：00〜16：00（受付終了15：30）
●所 須磨パティオ1番館1階センターコート
　 （中落合2-2-1）
●問 総務省兵庫行政評価事務所
　 ☎331-9096　FAX333-7919

須磨図書館10月のおはなし会
●日 10月4日（金）、19日（土）11：00〜11：15、
　 12日（土）14：00〜14：30、14：30〜15：00、
　 26日（土）11：00〜11：30
●所 ●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

アンテナショップSumarché（すまるしぇ）
区内の障害者事業所の自主製品（お菓子・雑
貨）などを販売
●日 10月24日（木）11：00〜14：30
●所 区役所1階　ギャラリースペース
●問 区健康福祉課
　 ☎731-4341（内324）　FAX 735-8159

第25回須磨青空元気フェスティバル
小雨決行

●日 10月27日（日）10：30〜15：00
●所 須磨海岸（ JR須磨駅前エリア）
[主催]須磨青空元気フェスティバル実行委

員会など
●問 市イベント案内・申込センター
　 ☎333-3372　 須磨青空 検索

そ の 他
歯周病検診のお知らせ 無料・要申込・先着各28人

●日 ①11月7日（木）　②11月14日（木）
　 いずれも13：15〜14：30
●所 ①名谷駅ビル2階　②区役所2階
●対 35歳と41歳以上の方
●内 虫歯やかみ合わせのチェック・歯周ポケッ

トの測定・ブラッシング指導など
●申 10月9日（水） 9:00より電話で問へ。定員

になり次第締切
●問 市イベント案内・申込センター　☎333-3372

須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 10月6・13・20・27日（日）9：00〜19：00
　 10月22日（火・祝）9：00〜17：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 10月21・28日（月）19：00〜21：00
●¥  一般200円
A、Bともに●申 直接来館で●問 へ。
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行 8月分・順不同・敬称略

【金銭】須磨区自治会連合会、福井 和子、波多
野 京子、(株)mi-kittyミキティ訪問介護事業
所、匿名2人
ありがとうございました

お知らせ ●日 日時　●所 場所　●対 対象　●内 内容
●¥  参加料・受講料　●申 申し込み　●問 問い合わせ10月

2019（令和元年）
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秋の歴史ウォーク＆シールラリー

区体育協会より

須磨税務署からのお知らせ

板宿地区の歩行者用道路交通規制の内容が変わります

須磨の名所・史跡を巡りながらシールを集めて、素敵な記念品をもらおう！
日時  10月6・13・20・ 27日、11月3・10日（日）、16日（土）、24日（日）　全日9：30集合
参加方法  ①集合場所でシール台紙を受け取る

　　  ②みんなでコースを歩きながら、各所で配られるシール（合計３枚）を台紙に貼る 
　　  ③ゴール地点で記念品（すまぼうピンバッジ）を受け取る
集合場所  日によって集合場所、コースが異なります。詳しくは区ホー 

　　 ムページをご覧いただくか、問  へ。
主催  須磨区役所、NPO法人須磨歴史倶楽部
問  市イベント案内・申込センター ☎333-3372

◦変更後の交通規制 ※赤字が変更箇所（令和元年10月ごろ変更予定）
商店街名称 規制区間 規制対象 規制時間

　　❶ 板宿センター街 90ｍ 車両
6：00〜24：00　　❷ 板宿本通商店街 190ｍ 車両

　　❸ 銀映通 160ｍ 車両
※自転車も交通規制の対象となります。
規制時間内の自転車通行はできません。
また、規制時間に配送等で通行する場合
は通行許可証が必要となります。

問  須磨警察署　☎731-0110

A.第36回須磨区長杯区民ゴルフ大会
日時  11月11日（月）7：15より受付　 場所  垂水ゴルフ倶楽部（垂水区潮見が丘2）
対象  区内在住・在勤の人　 料金  11,680円（70歳以上は10,980円※要証明）
申込  電話で 問  へ。1人でも申し込み可
問  垂水ゴルフ倶楽部　☎707-8801　FAX706-1888

B．区ふれあいソフトバレーボール大会
日時  11月23日（土）①②午前、③午後　 場所  須磨体育館
区分  ①ファミリーの部（小学生2人・成人2人）

　　  ②トリムの部（成人男性2人・成人女性2人）　③ママさんの部（成人女性4人）
料金  1チーム1,000円（当日徴収）※申し込みチーム数が極端に少ない区分は、実施

しない場合があります。
申込  電話で 問  へ。10月31日（火）まで受付
問  市イベント案内・申込センター　☎333-3372

消費税軽減税率制度説明会
日時  ①10月4･18日、11月8日､12月6日（金）（1回目10：00〜､２回目14：00〜）

　　  ②10月11･25日､11月15･29日､12月13日（金）（各日とも､14：00〜）
場所  ①須磨税務署（衣掛町5-2-18）　②須磨納税協会(衣掛町5-2-21)
問  須磨税務署　☎731-4371　※来場は公共交通機関等を利用願います

税務署窓口での納税について
窓口納税での取扱時間の短縮（9：00〜16：00）にご協力ください。また、コンビニや
インターネットを利用した納税方法をご検討ください。
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