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須磨歴史ウォーク     無料（※須磨離宮公園の入園料は別途必要）・要申込

今回は、「近代の須磨」を巡るルートです。※申込必須です。ご注意ください

日程  3月11日（金）
時間  9：30集合　9：45出発

12：30ごろ解散
コース  JR鷹取駅北側～天井川～旧鈴木

よね邸跡～離宮公園東門・旧岡
崎邸庭園・旧武庫離宮跡～旧内
田御殿跡～須磨寺～現光寺～JR
須磨駅（解散）　約6km

集合場所  JR鷹取駅（北側）
定員  30名（申込先着順）
申込方法  区ホームページまたは電話で 問  へ
申込  2月22日（火）から3月9日（水）21：00まで。

（人数が上限に達している場合この限りではありません）
※今後の感染拡大状況によっては、内容変更、延期等を行う場合があります
問  市事業・イベント案内センター

☎0570-083-330または333-3372　FAX333-3314
※雨天等による決行・中止情報もこちらへお問い合わせください 
　（当日朝8：00より案内）

「地域提案型活動助成」団体募集について
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  4月1日～令和5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請書に記

入し、3月7日（月）～4月15日（金）に 問  へ持参する
か、郵送・E-Mailで提出してください（4月15日（金）必
着）。申請書は区ホームページにも掲載しています（申請書の提出及び事
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4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

※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、募集・審査時期や審査方法が変更
となる場合があります。最新の情報は、区ホームページをご確認ください

問  区まちづくり課　☎731-4341（内214）　FAX732-0728
E-Mail／suma-suishin@office.city.kobe.lg.jp

「須磨区のまちづくり」を策定しました！
須磨区の取り組みを紹介するためのリーフレット「須磨
区のまちづくり」を作成しました。
須磨区がこれから取り組んでいくことを、多くの画像

（写真やイラスト）を使って掲載し、転入される方などに
できる限り分かりやすくお伝えするため、市民の皆様の
ご意見をいただきながら作成しました。
須磨区役所や北須磨支所で配布していますので、是非ご
覧ください。ホームページでもご覧いただけます。

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

▲ 現光寺

申請書は
こちら▶

申込は
こちら▶

詳細はホーム
ページをご覧
ください▶

募 集
手話入門講座 有料・要申込・抽選15名
●日 4月14日～9月8日

（予備1日含む）
毎週木曜（全20回）　10：00～12：00

●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 区在住・在勤・在学で18歳以上の初心者
●申 3月25日（金）までに電話・FAXまたは

E-mailで●問 へ
●問 区社会福祉協議会 「手話入門講座」係　

☎731-4341（内線314）　FAX733-2533
E-mail／apply@suma-shakyo.or.jp

北須磨文化センターより
世界の国めぐり 要申込・定員30名

●日 3月25日（金）10：30～12：00
●¥ 300円
●申 電話かFAXで●問 へ
　随時受付・定員になり次第締め切り
●所 ●問 北須磨文化センター

☎791-0840　FAX792-0700

催 し 無料・申込不要

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24日（木）11：00～14：30
●所 区役所玄関前スペース
●問 区健康福祉課

☎731-4341（内324）　FAX735-8159
※コロナウイルス感染者急増の場合は中止

西市民病院「糖尿病教室」 
●日 3月22日（火）配信予定
●所  YouTube配信での開催
●対 血糖値が高い人やその家族など
●問 西市民病院

☎576-5251　FAX576-5358
※YouTubeの配信について、西市民病院

HPの新着情報「患者さん」でご確認ください

須磨図書館より 
A.おひざのうえのおはなし会
●日 3月4日（金）11：00～11：15
●対 0～2歳くらいの子どもと保護者
B.パパのおひざでおはなし会
●日 3月12日（土）11：00～11：15
●対 0～2歳くらいの子どもと保護者
C. おはなし会
●日 3月12日（土）

①14：00～14：30　②14：30～15：00
●対 ①3歳以上　②小学生以上
D. ちいさなおはなし会
●日 3月19日（土）11：00～11：15
●対 2～3歳くらいの子どもと保護者
E．えほんおはなし会
●日 3月26日（土）11：00～11：30
●対 0歳～小学生
A～Eについて
●所 ●問 須磨図書館

☎735-7444　FAX735-4313

そ の 他
北須磨文化センター図書室の予約図書
受取サービスの終了
北須磨文化センター図書室での予約図書受取・
返却サービスを、3月31日（木）で終了します。
◆ 受取場所として北須磨文化センターを設

定できるのは、2月28日（月）まで
◆ 北須磨文化センター受取の予約図書のご

連絡は、3月6日（日）まで
3月7日（月）以降にご用意できた予約図書につ
いては、受取場所が自動的に「名谷図書館」に変
更されます。
●問 中央図書館　☎371-3351　FAX371-5046

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
〜令和4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4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。
●日 3月1日（火）～3月31日（木）9：00～16：45

（土・日・祝除く）
　※4月1日（金）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。
●所 区役所3階　区ボランティアセンター

※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 区ボランティアセンター
☎731-8922　FAX733-2533

民生委員・児童委員委嘱のお知らせ
3月1日付欠員補充で、委嘱されました。
地区民児協 氏名（敬称略） 担当区域

妙法寺
地区 廣

ひろ

瀬
せ

 素
もと

子
こ 広畑橋以北の奥妙法

寺：蓮池（ルネ須磨）

●問 区健康福祉課　管理係
☎731-4341　FAX735-8159　

須磨税務署からのお知らせ
令和3年分の確定申告について
申告と納税は、所得
税及び復興特別所得
税・贈与税は3月15
日（火）、個人事業者
の方の消費税及び
地方消費税は3月31日（木）が期限です。申告書の
作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」が便利です。納税は、振替納税など簡単・
便利なキャッシュレス納付をご利用ください。
●問 須磨税務署　☎731-4333（代）（自動音声による案内）

須磨体育館の卓球個人利用
●日 3月6日・20日・27日（日）9：00～19：00
●¥ 大人200円、高校生以下150円
●申 直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館（中島町1-2-2）

☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行に預託されました 
（1月分・順不同・敬称略）
＜金銭＞　㈲マツオ サポートはな、福井和子、 

㈱mikitty ミキティ訪問介護事務所、
匿名　1人

＜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

作成コーナー 検索
www.keisan.nta.go.jp

ホーム
ページは
こちら▶


