
募 集
第14回須磨区長杯
小学生ドッジボール大会
●日 2月23日（日・祝）9：00～17：00（予定）
　 3年生の部受付  9：00～（予定）
　 4年生の部受付  13：00～（予定）
●所 神戸総合運動公園 サブアリーナ
●対 区内小学生の3・4年生。1チーム12～23

人。男女混合であることが必須。
●¥  1人400円（当日払い）
●申 ①または②にて申込（昨年度と変更になっ

ております。）①募集要項に記載のHPから
ウェブ申込②募集要項に記載のFAX申込 
募集要項は、12月25日（水）より区まちづく
り課・支所市民課、神戸総合運動公園など
で配布予定、もしくは区ホームページをご覧
ください。1月31日（金）締切

●問 市イベント案内・申込センター
　 ☎333-3372　FAX 333-3314

新春の集い～和楽器の美しい音色と
無料・定員100人

●日 1月11日（土）14：00～
●所 南須磨公民館 体育室
●申 電話か直接来館で●問 へ、当日受付もあり
●問 南須磨公民館　☎735-2770　FAX 735-2782

須磨区民センターより
A.ニューイヤーコンサート 定員200人

●日 1月12日（日）開場13：30　開演14：00
●内 ポルトガルギターとマンドリンのデュオ

「マリオネット」によるコンサート
●¥  一般1,800円（前売1,500円）
　 友の会1,200円（前売、当日共）

B.第11回須磨区民寄席 定員250人

●日 1月19日（日）開場13：30　開演14：00
●内 初春を干支で祝う
●¥  一般1,800円（前売1,500円）
　 友の会1,200円（前売、当日共）

●所 区民センター4階大ホール
●申 いずれも直接来館か電話で●問 へ。随時受

付、定員になり次第締切
●問 区民センター  ☎735-7641  FAX 735-7644

スポーツ安全講習会
～体力測定・ロコモ対策 無料・先着20人

●日 2月23日（日・祝）9：30～10：45
●申 直接来館か電話で●問 へ。1月14日（火）～ 

2月9日（日）まで受付
●所 ●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX 734-5512

北須磨文化センターより
A.Inbody測定会 先着20人

●日 2月15日（土）14：00～16：00　●¥  無料
B.時事講話「最近の世界・日本は」 先着30人

●日 2月24日（月）10：30～12：00　●¥  200円
C.世界の国めぐり 先着30人

●日 2月28日（金）10：30～12：00　●¥  200円
●申 A、B、Cともに直接来館か電話、FAXで●問 へ。 

1月8日（水）から受付
●所 ●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX 792-0700

催 し  無料・申込不要

新春生け花展
●日 1月9日（木）～12日（日）
●所 区民センター1階ロビー
●問 区民センター
　 ☎735-7641　FAX 735-7644

須磨図書館1月のおはなし会
●日 1月11日（土）14：00～14：30、14：30～15：00
　 18日（土）11：00～11：15、
　 25日（土）11：00～11：30
●所 ●問 須磨図書館
　 ☎735-7444　FAX735-4313

西市民病院「糖尿病教室」
●日 1月10日（金）14：00～15：30
●所 ●問 西市民病院
　 ☎576-5251　FAX 576-5358

すまコミュニティビジネス大学
プレゼンテーション＆報告会 観覧自由
9月から学び組み立てたコミュニティビジネ
スの事業計画を公開発表します。
●日 1月22日（水）10：00～12：00
●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)　FAX 733-2533

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 1月23日（木）11：00～14：30
　 ※第4木曜日
●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

そ の 他
須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 1月5日（日）9：00～13：00、17：00～19：00
　 12・19・26日（日）9：00～19：00
　 13日（月・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 1月6・20・27日（月）19：00～21：00
●対 中高生　●¥  150円
●申 A、Bともに直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行 11月分・順不同・敬称略

【金銭】福井　和子(東落合）、板宿ふれあい
のまちづくり協議会、横尾健康地蔵

【物品】匿名1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1月

2020（令和2年）
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おめでとうございます「あじさい賞」「地域活動賞」

守っていますか？ペットの飼育マナー

　11月7日（木）に「あじさい賞」「地域活動賞」の授
賞式がTHE SORAKUEN（旧：相楽園会館）で行わ
れ、市長から受賞者へ表彰状が手渡されました。区
内の受賞者・団体は以下のとおりです（五十音順）。

【あじさい賞】 葛城 義憲さん、武貞 知範さん、
　　　　　　 中山 雅昭さん、松本 裕代さん

【地域活動賞】 大黒ふれあいのまちづくり協議会、西須磨婦人会
※「あじさい賞」は長年にわたり自治組織などの活動を通じて地域に貢献された個人

へ、「地域活動賞」は、住民主体の地域社会づくりに貢献された団体へ贈る賞です

　愛犬や愛猫が近隣に迷惑をかけないように、責任をもって飼育しましょう。
　災害時の備蓄品として、ペット用品（避難用のケージ、リード、薬、水、ペットフード、
トイレ用品など）を常備しましょう。

【犬の飼い主へのお願い】
● 必ず登録し、年1回狂犬病予防注射を受けさせましょう。
● 散歩時に糞をしたら必ず持ち帰りましょう。尿に水をかけ流しましょう。
● 散歩時は必ずリードにつなぎましょう。
● 迷子になった場合に備え、首輪に鑑札・注射済票、迷子札(連絡先記入、又は

マイクロチップ挿入）を付けましょう。
【猫の飼い主へのお願い】

● 室内で飼いましょう。
● 飼えない子猫が産まれないように、不妊手術をしましょう。
● 迷子になった場合に備え、首輪に迷子札 (連絡先記入、又はマイクロチップ

挿入）を付けましょう。
問  西部衛生監視事務所　☎579-2660　FAX 579-2662

日　時 場　所
2月3日(月)～2月6日(木)
9：00～16：00 地下鉄名谷駅2階　支所保健福祉課事業室

2月3日(月)～3月16日(月)
9：00～12：00、13：00～17：00 区役所4階　多目的会議室3

※土日祝は除きます。上記の期間外も、新長田合同庁舎にて受付をしています
※所得税の確定申告の用紙も配布しています。所得税の確定申告書を提出した方 
　は、市・県民税申告書の提出は不要です
問  行財政局税務部市民税課　☎647-9300　FAX647-9560

市・県民税申告会場のご案内

日時  2月16日（日）1部　14：30～16：50（受付14：00～）　交流会　18：00～19：30（受付17：30～）
場所  須磨海浜水族園（1部：本館3F悠ちゃんコスモス、交流会：エントランスホール）
内容  1部①基調講演｢今こそ外遊び!豊かな遊びが子どもを育む～自然をいかした遊び場づくり～｣

講師　梶木典子氏（神戸女子大学家政学部家政学科教授）
②活動事例発表（NPO法人神戸ライフセービングクラブ・森のようちえん す
まっこのもり・須磨ふるさと生きものサポータ・横尾自然塾）
2部　交流会「須磨の自然を次世代に」（軽食有）

料金  1部：500円（大学生以下は学生証、のびのびパスポート等提示で無料）※料金に
は、入園料を含みます。ただし、入園は12時以降となりますのでご注意ください。
2部：3,000円（大学生以上）1,000円（小、中、高校生）、小学生未満無料

注意  年間パスポート等を、持参いただいた場合も、1部の参加費は無料となります。
高齢者割引、その他割引券等は利用いただけません。その他の問い合わせは、
下記の問い合わせ先までご連絡下さい。

申し込み  イベント申込サイト（右記 QRコード）または市イベント案内・  
申込センター（333-3372）。2月10日（月）締切

主催  須磨FRSネット　 協力  須磨区役所
問  市イベント案内・申込センター　☎333-3372

自然環境サミット2020 先着200人・要申込

日時  1月18日（土）・19日（日）10:00～17:00　 場所  健康館３階パティオホール
持ち物  ①個人番号の通知カード（当日回収します）②身分証明書2点（運転免許

証、パスポート、障害者手帳、健康保険証、介護保険証、年金手帳、福祉医
療費受給者証 等）③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

※当日、写真撮影を無料で行います。※カードは約２ヵ月程度でできあがり、ご
自宅へ本人限定受取郵便にて郵送します。
問  神戸市総合コールセンター　☎333-3330

「須磨パティオ」にてマイナンバーカードの休日出前受付を行います


