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「災害の多発・激化時代に、安全で安心な生活を実現する知恵」
河田 惠昭 氏 〈関西大学 社会安全学部・社会安全研究センター 特任教授 センター長〉
 （阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長）

「老いの心理学の最前線 ～人生の最後、何が大切なのか～」
増本 康平 氏 〈神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授〉

「緊急下にある妊産婦支援の実際 ～小さないのちのドアから見えるもの～」
永原 郁子 氏 〈一般社団法人 小さないのちのドア 代表理事／マナ助産院 院長〉

「須磨・明石の浦伝ひ ～「源氏物語」と文学 ～」
樹下 文隆 氏 〈神戸女子大学 古典芸能研究センター センター長 教授〉

「近代日本の文化を牽引した神戸の巨人たち」
服部 孝司 氏 〈公益財団法人 神戸市民文化振興財団 理事長〉

「食で伸びる寿命、縮む寿命」
芝崎 誠司 氏 〈兵庫医療大学 共通教育センター・大学院薬学研究科 准教授〉

「日本語の世界 ～播磨の方言～」
橘 幸男 氏 〈甲南大学 元教授／方言研究者〉

「ゲノムと遺伝子を作って変える時代」
西田 敬二 氏 〈神戸大学先端バイオ工学研究センター 副センター長〉
 （神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授）

「神戸が生んだ巨大商社・鈴木商店の軌跡と現代へのメッセージ」
小林 由佳 氏 〈神戸新聞社 論説委員〉

「どうなる日本の政治・経済・社会」～学びは問いから始まる。皆さんの質問に答えます～
滝川 好夫 氏 〈関西外国語大学 英語キャリア学部 教授〉
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保 健 だ よ り ■集団健診会場で合わせて実施
2月16日～3月15日
実施日 受付時間 会　場

2月16日(水）

2月22日(火)

2月28日(月)

3月4日(金)

3月10日(木)

9：15

～

11：00

垂水区文化センター
(レバンテホール）
日向1-5-1

レバンテ垂水2番館3階

2月18日（金）
9：15

～

11：00

松が丘ビル3階
(明舞地区）

明石市松が丘2-3-7

◇胸部Ｘ線健診（結核健診）【無料】
　満15歳以上で受診機会のない人が対象（結
核健診のみの単独受診可・予約不要）

　※受診時は湿布、カイロ、金具などをはずしてください
　※石綿（アスベスト）による健康不安のある人はぜひご活用ください

◇肝炎ウイルス検査【無料】
　40歳以上（令和4年3月末時点）で、過去に検
査を受けたことがない人が対象（肝炎ウイル
ス検査のみの単独検査可・予約不要）
◇風しん抗体検査【無料】
　風しんクーポン券をお持ちの方が対象（風しん
抗体検査のみの単独受診可・予約不要・本人
確認書類必要）

◇骨粗しょう症検診
　1,000円、満40歳以上の男性と満18歳以上
の女性が対象
◇前立腺がん検診
　集団健診受診者1,000円、単独受診1,500
円、50歳以上の男性に推奨

2・3月の事業案内

※新型コロナ感染症の状況により中止となる可能性があります
※最新の情報は市HPの特定健診のページもしくはけんしん案
内センターにご確認ください
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■後期高齢者健康診査・神戸市国民健康保険加入者の健康診査（集団健診）
問い合わせ

▲

 神戸市けんしん案内センター 262-1163 262-1165
 （8：30～17：00 ※土・日曜・祝日を除く）
予　約　先

▲

 兵庫県予防医学協会 予約受付センター 871-7758 871-8048
 （8：30～17：00 ※土・日曜・祝日を除く）

☎ F

☎ F

対　　　象

▲

 ①生活習慣病の治療中でない後期高齢者医療制度加入の人
 ②30歳および40歳以上の神戸市国民健康保険加入者

内　　　容

▲

 問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査（必要に応じて追加検査あり）
方　　　法

▲

 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参
料　　　金

▲

 無料 WEB予約
(チャットボット)は

こちら↓※神戸市国民健康保険加入の40歳～75歳の方については、
　令和3年度より全ての方が無料で受診いただけるようになりました。
※生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者の方は区生活支援課が受診券を交付します。
※39歳以下の方については、受診要件があります。右のチャットボットでご確認ください。
　チャット画面に表示されている質問に答えることで、健診・検診についての必要な情報を案内します。
　問い合わせ／市健康企画課 　 322-6517　　322-6053

※神戸市国民健康保険加入者の受診に必要な受診券は4月～5月に発送しています
　加入者以外の方は各医療保険者にお問い合わせください
※令和3年度の30歳健診は2月末で終了します

F☎

市事業・イベント案内センター
ナビダイヤル （0570）083-330　TEL（078）333-3372　FAX（078）333-3314

申し込み概要は10面へ

（年中無休 8：00～21：00）※申し込みは9：00～

垂水文化講座の受講者募集

問い合わせ 須磨税務署 　　731-4333（代表） （自動音声によりご案内します）

F

F

☎
問い合わせ

時間

井植記念館ホール
※駐車不可のため、自家用車での参加はご遠慮下さい

場所

(公財)井植記念会「垂水文化講座」係  
〒655-0873 青山台1-21-1　　751-5216　　751-7696  

14：00～15：30　※4月18日（月）は13：30～ 開講式

募集人員 100名（応募多数の場合は抽選）
受講料 5,000円（年間10回分）初回講座までに事前振込
申し込み 往復はがき（1名につき1枚）に郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・

年齢・性別・電話番号を記入し下記　 へ ※2月15日（火）消印有効

守っていますか？ペットの飼育マナー
●ペットが他の人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。
●迷子になった場合に備え、首輪に迷子札を付けるか、マイクロチップを装着しましょう。

須磨税務署からのお知らせ

「マイナンバーカード方式」、「ID・パスワード方式」のいずれかを選択できます。

●会場への入場には「入場整理券」（当日発行又はLINEによる事前発行）が必要です。
「入場整理券」の配付状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。
●ボールペンや電卓などの筆記用具や計算器具をご持参ください。感染症対策のため、
会場内には設置しておりません。

●会場では、原則としてご自身で申告書等の作成やパソコン操作をお願いします。
●会場で納税はできませんので、お近くの金融機関等をご利用ください。
●神戸サンボーホールでは、電話によるお問い合わせはお受けしておりません。

今年の確定申告はご自宅からスマホ・パソコンでe-Tax！（早期還付されます）

確定申告会場は神戸サンボーホール

e-Tax提出に必要なもの

国税庁 確定申告 検索

マイナンバーカード方式

①マイナンバーカード
②ICカードリーダライタ又はマイナンバー
　カード読取対応のスマートフォン

ID・パスワード方式の届出完了通知
※「ID・パスワード方式の届出完了通知」は、
　お近くの税務署で発行しています。

 開設期間 相談受付時間 開設場所
2月16日（水）～3月15日（火）
の平日および
2月20日（日）・27日（日）

9：00～16：00
神戸サンボーホール
（中央区浜辺通5丁目1-32）
※税務署、新長田合同庁舎では開設しません

ID・パスワード方式

※ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお
願いします。また、メッセージボックスの閲覧等には、マイナンバーカードが必要です

☎

問い合わせ 生活衛生ダイヤル
　 771-7497　　050-3156-2902☎

問

猫の飼い主へのお願い犬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。

●必ず登録して年1回狂犬病予防注
射を受けさせ、首輪に鑑札・注射済
票を付けましょう。

●散歩時に糞をしたら必ず持ち帰り
ましょう。尿は水で流しましょう。
●散歩時には必ずリードにつなぎま
しょう。




