
募 集

手話入門講座 有料・抽選30人

●日 4月24日～9月25日（予備1日含む）毎週金
曜（全20回）14：00～16：00

●所 大黒地域福祉センター（山陽電鉄・市営地
下鉄 板宿駅南すぐ）

●対 区内在住・在勤・在学で18歳以上の初心者
●申 3月27日（金）までに直接来所か電話・Eメー

ルで●問 へ。
●問 区社会福祉協議会 「手話入門講座」係
　 ☎731-4341（内線313）　FAX 733-2533
　 Eメール apply@suma-shakyo.or.jp

南須磨公民館発表会 無料

●日 3月6日（金）9：20～12：30　※開場9：00
●所 南須磨公民館体育室
●問 南須磨公民館
　 ☎735-2770　FAX 735-2782

須磨区民センターまつり 無料

●日 3月15日（日）開演9：30
●所 4階大ホール
●内 定例講座、受講生の成果発表会
●問 須磨区民センター
　 ☎735-7641　FAX 735-7644
　 ※4月から須磨区文化センターに名称が

変わります

パラスポーツ無料体験
「車イスバスケットボール」無料・先着50人

●日 4月29日（水・祝）9：30～11：30
●対 小学1～6年生とその保護者
●申 直接来館か電話で●問 へ。
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588  FAX 734-5512 

中島町1-2-2

北須磨文化センターより
2020春季講座募集のご案内
A.子ども絵画ステップ①
●日 土曜13：30～15：00
●¥  19,400円／20回
B.はじめようシンクロ！
   （アーティスティックスイミング）
●日 土曜17：00～18：30
●¥  22,000円／20回
その他、多数講座あり。

●申 直接来館か電話・FAXで ●問 へ
●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX 792-0700

催 し  無料

すま未来研究会のお知らせ 要申込
地域の活性化につながる様々なテーマの講
義を通じて、活性化のノウハウや手法を学ん
でいただく研究会です。どなたでも参加可能
ですので、お気軽にお申し込み下さい。
第3回講演会

［テーマ］地域活動を始めるヒント
●日 3月19日（木）14：00～16：00

［講師］有限会社スタヂオ・カタリスト
　　　松原 永季氏
●所 区役所4階多目的会議室
●申 区ホームページまたは、電話

で●問 へ
●問 区まちづくり課　☎731-4341（内214）

西市民病院「糖尿病教室」
●日 3月13日（金）14：00～15：30
●所 ●問 西市民病院
　 ☎576-5251  FAX 576-5358

菜の花まつり
ユニボン・すまぼうも
遊びに来るよ。

●日 3月15日（日）※雨天の場合22日（日）に延期 
10：00～15：00

●所 神戸総合運動公園コスモスの丘
●問 神戸総合運動公園管理センター
　 ☎795-5151　FAX 792-3122

須磨図書館3月のおはなし会
●日 3月6日（金）・21日（土）11：00～11：15
　 14日（土）14：00～14：30、14：30～15：00
　 28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 3月26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

そ の 他
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済 
～令和2年度の加入を受け付けます～
ボランティア活動中のけがなどに備えて、加入
をお勧めします。令和2年度も引き続き加入を希
望する場合は、新たに加入手続きが必要です。
●申 3月2日（月）～31日（火）9：00～16：45（土・

日、祝除く）の期間に直接来所で●問 へ
　 ※4月1日（水）からの加入を希望する方は、

上記期間にお申し込みください。
　※北須磨支所では受け付けておりません。

［加入掛金］市民活動災害共済プラン…500円
　　　　　　　天災危険補償プラン…600円
●問 区役所3階 区ボランティアセンター
　 ☎731-8922　FAX 733-2533

令和元年分の確定申告について
＜申告と納税の期限＞
● 所得税及び復興特別所得税・贈与税
　…3月16日(月)まで
● 個人事業者の方の消費税及び地方消費税
　…3月31日（火）まで
納税については、金融機関（歳入代理店）又は 
所轄税務署の窓口納付（9：00～16：00）の 
ほか、振替納税などをご利用ください。
●問 須磨税務署　☎731-4333（代）
　 （自動音声によりご案内しています。）

須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 3月1・8・15・22・29日（日）9：00～19：00
　 3月20日（金・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 3月9・16・23・30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  中島町1-2-2

善意銀行 1月分・順不同・敬称略

【金銭】福井 和子（東落合）、匿名1名
【物品】須磨在宅福祉センター
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3月

2020（令和2年）

広告
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須磨区歴史講演会 無料・先着300人・要申込

神戸市編入100周年記念『西摂の中の須磨と神戸市』
　1920年（大正9年）4月１日、須磨区の前身である武庫郡須磨町が神戸市に編入され
ました。今年4月に100年の節目を迎えることから、須磨町が神戸市に編入した際の歴
史的経緯や、時代とともに移り変わった神戸・須磨の歴史を振り返ります。
日時  3月21日（土）15：00～16：30
講演者  奥村 弘氏（神戸大学大学院人文学研究科教授）
場所  区役所4階　多目的会議室
申込方法  問 または市イベント申込ポータルサイト
申込期間  3月2日（月）9：00～3月19日（木）21：00まで
問  市イベント案内・申込センター（年中無休8：00～21：00、申込受付は9：00～）

　   ☎333-3372

　区では、区民の皆さんが自主的に取り組む初動期の活動を応援しています。応募さ
れた活動は、書類と提案会による審査で助成を決定します。
対象  地域課題の具体的な解決や地域活性化につながる活動で、活動開始から3年以

内のもの（祭りなどの単発イベントや営利活動のものは対象外）
期間  令和2年4月1日～令和3年3月31日までに実施される活動
助成金額  年間上限30万円（3年を限度、総額50万円を上限）
申し込み  区まちづくり課・支所市民課で配布する申込書に記入し、3月9日（月）～4

月17日（金）に 問  へ持参（申込書の提出及び事前相談のために来庁される場
合は予めご連絡ください）

※この助成事業は、令和2年度予算が、議会の審査を経て成立することを前提として
います。予算が成立しなかったときは、助成の交付・支援は行いません。

問  区まちづくり課　☎731-4341（内214）　FAX732-0728

平成31年度採択団体はこちら→

　神戸市人口減少対策「リノベーション・神戸」の第２弾として、市西部の拠点性の高
い３駅、名谷・西神中央・垂水駅前の活性化プロジェクトを発表しました。
　三宮まで約20分という交通の利便性も魅力の名谷駅前をリノベーションし、商業
機能や子育て環境などの充実を図るとともに、駅周辺の住環境を強化し、若い世代を
含む多世代に選ばれるまちを目指します。

● 名谷駅を名谷地域のシンボルとな
るような明るく光が差し込む駅に
リニューアルします。

● 駅前の商業施設を令和6年度頃ま
でに、若年・子育て世代を意識した
空間づくりやテナント誘致により
リニューアルするとともに、たく
さんの方に集ってもらえるよう買
物広場を芝生に整備します。

● 誰もが気軽に訪れくつろげるよう
な、多世代共生のまちにふさわし
い新しい名谷図書館を、令和2年度
末に大丸須磨店に整備します。

リノベーション神戸　第2弾 検索

問  市総合コールセンター
　   ☎333-3330　FAX333-3314

「地域提案型活動助成」団体募集について

名谷駅周辺が見違えるように変わります！
～躍動する多世代共生のまちへ～

　3月31日（火）まで、新しい図書館に関するアンケートを実施します。 
須磨図書館、北須磨文化センター図書室、区役所4階等にアンケート用紙・
回収箱を設置するほか、図書館ホームページからも回答いただけます。
問  中央図書館　☎371-3351　FAX371-5046　アンケートはこちら→

買物広場リニューアルイメージ

申込サイト KOBE TODAY

（仮称）名谷図書館イメージ


