
日本赤十字社は、災害救助・医療・献血など、
幅広い分野で活動しています。これらの活
動は、皆さんからお寄せいただく募金により
支えられています。婦人会の皆さんが訪問
した際は、募金のご協力をお願いします。
　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

　　4月10日㊏～6月13日㊐
　　神戸ファッション美術館
　　　月曜日、5月6日㊍ 
　　一般1,000（800）円　
　　大学生・神戸市外在住の65歳以上500（400）円　
　　高校生以下・神戸市内在住の65歳以上無料
　　※（　）内は有料入館者30人以上の団体料金
　　※神戸ゆかりの美術館、小磯記念美術館の当日入館券（半券）で割引
　　※小学生以下は保護者（大学生以上）の同伴が必要
神戸ファッション美術館　☎858-0050   F858-0058

　　6月27日㊐9：00～　　　東灘体育館
区内在住・在勤・在学の高校生以上のペア

　　合計35ペア（先着順）
　　　1組2,000円

男女別・クラス別・ダブルス個人戦
（A中級者以上・B初級者・C初心者）

　　5月24日㊊からWで→
　東灘区バトミントン協会
　 　higashinadabda@gmail.com

　　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）

予約

日時

区役所での無料相談
相　談

申込

定員
場所

予約

定員
場所

日時

講　座

　　5月10日㊊～23日㊐
　　100名（先着順）
　　①氏名②年齢③電話番号
　　④メールアドレスを記入の
　　上5月9日㊐までに　で問へ
　神戸薬科大学　企画・広報課
　☎441-7505　F414-8081
　　kikaku@kobepharma-u.ac.jp

日時
定員
申込

第22回公開市民講座（オンライン）

問

普段は一般開放されない市場で、新鮮な野
菜や果物・鮮魚などをお買い求めいただけ
る日です。
　　5月22日㊏8：30～10：30
　　（売り切れ次第終了）
　　東部市場（仲卸店舗）
　市事業・イベント案内センター
　☎0570-083330または☎333-3372
　（年中無休 8：00～21：00）　F333-3314

東部市場  お買い物デー

新型コロナウイルス感染症の
影響により、地区ごとに開催
状況が異なります。詳細につ
いては、こちらからご確認くだ
さい。

だんじりウィーク

水害で埋没した遺跡を中心に、埋蔵文化財
センターの学芸員による講演です。
　　6月3日㊍14：00～
　　区文化センター  　　200人
　区文化センター
　☎822-8333　F822-8181

日時
場所 定員

住吉の遺跡（水害で埋没した遺跡）

問

　　6月13日㊐9：30～12：30
　　東灘体育館
　　5月13日㊍から☎または直接来館
　東灘体育館
　☎452-9279　F452-9280

日時
場所
申込

市民救命士講習会

問

　　5月14日㊎13：30～14：30
　　区医師会館3階（御影中町4-1-8）
　　区医師会 豊田 成徳さん　
　　４８人（先着順）　※手話通訳あり
　市事業・イベント案内センター
　☎0570-083330または☎333-3372
　（年中無休 8：00～21：00） F333-3314

日時
場所
講師
定員

区民健康講座
とっても簡単な肺炎のお話
～誤嚥性肺炎から
　新型コロナウイルスまで～

問

　　～9月17日㊎
　　指定歯科医療機関
　区健康福祉課
　☎841-4131（内線404）　F851-9333

日時
場所
問

日時

場所
問

問

行政相談
国・県・市など行政に対する要望、質問
　　5月17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

日時

成年後見利用手続き相談（仕組みの説明）

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

　　毎月第2・4金曜13：30～15：30

　区社会福祉協議会3階33番
　☎841-4131（内線416） F841-7999
問

日時

日時

問
場所

　 

特別展  吉村芳生～超絶技巧を超えて～

　　6月6日㊐9：00～　　　東灘体育館
　　区内在住・在勤・在学の高校生以上
　　80名（先着順）
　　　800円
　　5月8日㊏からWで→
　東灘区卓球協会
　　 higashinadatta@gmail.com

イベント

区民卓球大会（個人戦）

問

日時 場所
対象
定員

申込
参加料

第74回区民バドミントン大会

問

日時 場所
対象

申込

試合方法

定員

　　5月30日㊐13：30～15：00
　　東灘体育館

区内在住・在学の小学生とその保護者
　　20組40名（抽選）
　　　体育館シューズ
　　　※運動しやすい服装でお越しください
　　　※幼児は体験できません
　　5月16日㊐までにWで→
　市事業・イベント案内センター
　☎0570-083330または
　☎333-3372（年中無休 8：00～21：00）
　F333-3314

親子ショートテニス教室

問

日時
場所
対象

申込

持ち物
定員

　　5月14日㊎
　　　　アイランド北口改札
　　　　9：45（12：00解散予定）
　　第二次友遊ウォーク世話人会
　区社会福祉協議会
　☎841-4131（内線419）  F841‐7999

ウォーキングで介護予防
ゆうゆうウォーク
〈ウォーキングとバラ園見学〉

問

日時
集合場所
集合時間
主催

バラと宿根草や一年草を混植した、イング
リッシュボーダーガーデン風の花壇をお楽
しみください。
　　5月15日㊏～30日㊐
　　六甲ライナーアイランドセンター駅
　　下車西側すぐ
　　六甲アイランドCITY自治会
　RICふれあい会館 ☎857-7375 F857-7376

第10回六甲アイランドバラ祭り

問

日時
場所

主催

大学生無料歯科検診のご案内

赤十字運動にご協力ください

お知らせ

驚愕のリアリティを追求した鉛筆画。
緻密な描画を追求し続けた、吉村芳生の回顧展。
本展は、モノトーンによる版画やドローイング、後期の色鮮やかな花の作品、生涯を
通じて描き続けた自画像など、代表作約60件にて吉村の全貌を伝えます。吉村芳生
の、描くこと、生きることの意味を、観るものにも問い続けるような真摯な作品の
数々を、ぜひお楽しみください。

会期
場所

料金
休館日

《モッコウバラ》
2000
みぞえ画廊

《無数の輝く生命に捧ぐ》
2011-13

区内の障がいのある人たちが働く事業所で作られたお菓子や小物などを販売しま
す。ぜひお越しください。 
　　6月4日㊎10：30～15：00
　　御影クラッセ2F エスカレーター横
　うおざき障害者相談支援センター
　☎451-3760　F451-3761

場所
日時

手づくり商品の定例販売会「まんまるケってぃ」開催

問

「阪神間モダニズム」を象徴する文豪や、村上春樹を
はじめとする、阪神間地域にゆかりのある作家の文学
作品を紹介したお散歩マップを配布しています。
みなさんもぜひ手にとってお出かけしてみませんか？
全6回シリーズで発行を予定していますので、今後も
お楽しみに♪
配布場所　　　　区役所・阪神電車主要駅

「阪神KANお散歩マップ第４弾 文学編」でお出かけしよう！

倚松庵

HPでもご覧
いただけます

問

　　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

申込

問

参加料

東灘だんじり会

Instagramは
こちらから

14

月の情報ひろば

☎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

5
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。

コ ミ コ ミ
Community Communication東灘区


