
　　　　 ３月２３日㊋～４月９日㊎は、区役所１階１２・１３会議室（ただし、4月2日㊎は、
　　　　 区役所１階１４会議室）
　　　　 ４月１２日㊊からは、区役所１階15番窓口
　　　　月～金曜（祝・休日除く）9：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
　　　　　②印鑑　③旧タクシー利用券（残りがなければ表紙）
　　　　　※代理の場合、①～③及び代理人の身分証明書、印鑑
区健康福祉課管理係　☎841-4131（内線403～407）　F851-9333

　　4月25日㊐9：00～
　　東灘体育館
　　区内在住・在勤・在学の高校生以上の
　　4人チーム
　　   1チーム3,000円
　　19チーム（先着順）
　　3月8日㊊からWで→
　区卓球協会事務局
　　 higashinadatta@gmail.com

令和3年4月1日から、
あんしんすこやかセンターの圏域が
変わります。

お知らせ

民生委員の委嘱について
3月1日付で下記の方が新しく民生委員・児
童委員として委嘱されました。（敬称略）

「コロナのワクチンを２月から受けること
ができる。」「高齢者の方は先に受けること
ができる。」「接種のために10万円がかか
るので振り込んで欲しい。」などの電話が
来た際は以下の点に注意してください。
〇保健所が個人に対して、新型コロナの
ワクチン接種を斡旋することは絶対に
ありません。

○一人で慌てて対応せず、知人や家族、
警察等に必ず相談してください。

上記地区以外の担当民生委員・主任児童
委員については、下記連絡先にお問い合わ
せください。
　区健康福祉課管理係
　☎841-4131（内線404） F851-9333

地　区 氏　名 担当地区

御影南部

住吉中部

日下八重子
御影中町3丁目
（2番[3,4号]）【御影
タワーレジデンス】

向　　洋

永井いさ子

魚崎南部 植月　康弘 魚崎西町4丁目
（3～12番）

本山北部

深江南部

五條美登里
岡本6丁目（6～16番）、
本山町岡本字梅林、
本山町田辺

村岡　正英 本山中町4丁目（3～5・
9～12・15～18番）

松居　和子 深江本町4丁目、
深江南町5丁目

植山　清子 深江南町1丁目
（11～17番）

住吉東町2丁目
（3番[21号～40号]）

本田喜代子 向洋町中2丁目【E6】

問

　　①②とも問へ
①税務相談（税理士）
　　毎月第2水曜13：00～16：00
　　区役所3階33会議室
　　6人(要予約)
　　9：00～21：00（当日11：00まで）
②法律相談
　　毎週火曜12：00～15：00
　　区役所3階相談室
　　20人（弁護士7人）（要予約）
　　前週水曜から9：00～21：00
　　（当日14：00まで）
　　①は☎で問へ
　　②は☎で問かWで→
　市総合コールセンター
　☎0570-083330または☎333-3330
　（年中無休 8：00～21：00）　F333-3314

行政相談
国・県・市など行政に対する要望、質問
　　3月15日㊊13：00～15：30
　　区役所3階相談室
　兵庫行政評価事務所
　☎331-9096 F333-7919
問

日時

成年後見利用手続き相談

心配ごと相談
区社会福祉協議会での相談

　　毎月第2・4月曜13：30～15：30
　区社会福祉協議会3階33番
　☎841-4131（内線416） F841-7999

　　毎月第2・4金曜13：30～15：30
　成年後見支援センター　☎271-5321
※電話相談に変更しています

問

問

日時

日時

場所

予約

問

申込

予約
定員
場所
日時

区役所での無料相談
相　談

申込

定員
場所
日時

　 

共同募金運動のお礼
昨年10～12月に実施しました募金運動に
ご協力いただきありがとうございました。
赤い羽根共同募金　  5,954,923円
歳末たすけあい募金  6,532,035円
　区共同募金委員会（区社会福祉協議会内）
　☎841‐4131（内線413、416）
　F841‐7999

問

約3万本の花が咲き「こうべ花の名所」にも選
ばれています。内容は例年と異なりますが、
多種類のチューリップをぜひご覧ください。
　　3月21日㊐～4月4日㊐
　チューリップ祭実行委員会
　（RICふれあい会館内）　☎857‐7375

第20回記念
六甲アイランドチューリップ祭

問
期間

前回に引き続き、①甲南女子大学の外国人教授や、②東洋ナッツ食品の外国人従
業員の方、③在住外国人の子どもたちのために日本語・教科支援や居場所づくり
に取り組むボランティア団体にインタビューを行いました♪

１. 活動に取り組んでみて、わかったことは何ですか？ 

２. これまでの活動を通して感じたことを教えてください！

◆日本では察することがよいとする風潮があるため、外国人と日

本人の間に心の「距離」が生まれやすいということ。

◆地域になじみ、ゴミ出しなどの日常生活で協力し合う在住外国

人がいるということ。

◆日本語支援などのサポートを必要としている在住外国人

の子どもたちには、学習支援や居場所づくりなどの支援

体制を整えていく必要があるということ。

日本人と仲良くなりたいと思っている在住外国人の方が

たくさんいると感じました。外国人に対して、外国人で

あるということを意識せず、日本人と同じように接する

ことが大切であると考えました。

詳細については

区のHPも  →
ご覧ください。

東 灘 区 学 生 サ ポ ー タ ー vol.3

東灘区　学生サポーターについて

竹谷さん（甲南大学３年）
たけたに

鈴木さん（甲南大学1年）
すずき

あんしんすこやか
センター名

圏
　
　
域

現在

４月１日
から

本山西部 魚崎北部
西岡本
岡本

435-1855

西岡本
岡本
田中町３～５丁目
甲南町２-１-２０
コープリビング
甲南２階

魚崎北町
北青木３・４丁目
甲南町３～５丁目
田中町３～５丁目

435-6677

魚崎北町
北青木３・４丁目
甲南町３～５丁目
魚崎中町４-１０-５０
特別養護老人ホーム
サンライフ魚崎１階

設置場所

TEL

防火・防災に関する活動を積極的に実施し、地域に貢献された東灘区の個人・地域団
体・事業所、及び東灘消防団員・職員の功績をたたえる表彰です。

川口　良子さん（本山南婦人会長）
東灘小学校区防災福祉コミュニティ
株式会社　神戸酒心館
引野　雅明さん（東灘消防団  本庄深江分団長）
奥山　英世さん（東灘消防署  消防士長）

令和2年度 東灘区民の防災・安全のつどい「清流の賞」表彰式

受賞者（写真左から）

　東灘消防署  総務査察課　☎843-0119　F854-3119問

かわぐち よしこ

ひきの まさあき

おくやま ひでよ

　　　　　
期間・場所

必要なもの
受付期間

重度心身障害者タクシー利用券・自動車燃料費助成
忘れずに更新しましょう

問

イベント

区民卓球大会（団体戦）

問

日時
場所
対象

参加料
定員
申込

コロナワクチン詐欺に注意 !

★これからも「多文化共生」について
　　　　　一緒に考えていきましょう★
★これからも「多文化共生」について
　　　　　一緒に考えていきましょう★

テーマテーマ
「多文化共生」

髙田さん（甲南大学３年）
たかだ
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☎電話  FFAX  
   Wweb申込

 

往復はがき 往

問い合わせ
ははがき 
記号の見方

電子メール
H ｜検索

3
東灘区

　 問

新型コロナウイルスの影響により、延期・
中止・内容が変更される可能性があります。
開催状況は、各問い合わせ先にご確認く
ださい。


