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市職員（医師）

募集人数  ①産業医…若干名（正
規）②公衆衛生医師…若干名
（正規）
採用予定  随時

西市民病院

募集人数  臨床検査技師…1人
（パート）
採用予定  随時
問  ☎576-5251 F 576-5358

西神戸医療センター

募集人数  ①言語聴覚士…1人
（任期付）②言語聴覚士・医療
ソーシャルワーカー…各1人
（パート）③看護補助者…若干名
（パート）
採用予定  随時
問   ☎993-3706 F 997-2220

市民病院職員等

募集人数  ①助産師・看護師…若
干名（正規）②助産師・看護師・看
護補助者…若干名（パート）③診
療放射線技師・言語聴覚士・臨床
工学技士・視能訓練士・CRC…若
干名（正規）
採用予定  ①③5年4月②随時
申し込み  ①②随時③９月30日
（金）必着
問  ☎940-0155 F306-2870 

市育児休業
代替任期付職員

募集人数  保育士…約5人
採用予定  随時

神戸リハビリ病院

募集人数  看護師…若干名（正規）
採用予定  随時
問☎743-8200 F 743-8211

暮らし支援臨時
特別給付金

４年１月以降コロナの影響で家計
が急変した世帯に、１世帯あたり
現金10万円を給付。対象世帯な
ど詳細は市ホームページで
申し込み  ９月30日（金）消印有効
問  市暮らし支援臨時特別給付
金専用コールセンター
（☎777-4352  F 945-8106）

9月24日（土）～
30日（金）は
結核予防週間です

年に1度は胸部Ｘ線検査を受けま
しょう。せきやたんが2週間以上続
く時は結核かも。マスクをつけて
医療機関を受診しましょう

青少年科学館の
臨時休館日

9月5日（月）～7日（水）まで館内
整備のため休館します
問  ☎302-5177 F302-4816

学校支援員の募集

市立の学校園で子どもの支援を
したい人を随時募集中。詳細は教
育人材センターホームページで

後期高齢者医療
被保険者証の送付

10月以降よりお使いいただける
被保険者証を、すべての被保険
者に9月中旬に送付します
問  専用コールセンター
（☎381-7726 F 322-6041）

三宮証明サービス
コーナーの休業

9月4日（日）は休業します

外国人児童への
就学案内の送付

5年度小学校入学予定者（2016
年4月2日～2017年4月1日生）
の保護者へ就学案内を送付。就
学希望者は住所地の区・支所市民
課にて手続きを

自衛隊からの
お知らせ

隊員を募集。採用年齢は32才以下
問  ☎・F327-8026

KOBEシニア
元気ポイント

高齢者施設やこども施設等で清
掃・消毒などの活動を行った高齢
者にポイントを付与する制度の登
録説明会を実施しています
問  KOBEシニア元気ポイント事
務局
（☎335-6543 F 335-6542）

エイズ・性感染症
無料検査

センタープラザ西館6階【エイズ・
梅毒・クラミジア】水曜18：00～、
予約不要【エイズ（即日）】10月8日
（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先着順

世界アルツ
ハイマーデー

９月21日（水）は、世界アルツハイ
マーデー。市内施設をオレンジ色に
ライトアップします。「認知症神戸モ
デル」の詳細は、市ホームページで

佐用町　山城等歴
史めぐりモニター
ツアー参加者募集

兵庫県佐用町との連携協定に基
づき、佐用町の山城等歴史めぐり
モニターツアーの参加者を各日
10人募集します。詳細は佐用町
ホームページで
日時  10月９日（日）・11月20日（日）
場所  JR姫路駅集合
料金  2,000円
申し込み  電かⒻで大原観光交通
（株）へ。先着順
問  ☎0790-82-0467 
Ⓕ0790-82-3678

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、9月8日（木）からです。
同一行事への重複申し込みはできません。

申し込みが下記の場合は、
右記の事項を記入してください。

は はがき　往 往復はがき
Ⓕ FAX　  ㋱ メール

※2人以上で申し込む場合は、
全員分を記入してください

※往復はがきの場合は、返信
用はがきに郵便番号・住所・
氏名も記入してください

●  募集項目（コース名・希望日時）
●  必要事項 （①～⑤） 
　①住所  ②氏名
　③年齢（学生は学校名と学年）
　④性別  ⑤電話番号

お申し込み前にご確認ください！

よくある
質問と回答

※ナビダイヤルは、通信定額制の
携帯電話・PHS、IP電話からは、
通話料金が高くなる場合がある
ため、固定電話にかけてください

神戸市総合コールセンター 市公式SNSアカウント一覧

ナビダイヤル  

T E L

FAX

( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0
( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0
( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4

記
号
の
見
方

フェイスブック
ツイッター 
インスタグラム

は はがき
往 往復はがき
電 電話
Ⓚ KOBE Today
　 で検索

㋱ メール
直  直接
Ⓕ FAX
Ⓦ 市イベント申込
　 サイトで検索

神戸で活躍する人を紹介
サンテレビ「KOBE LIFE」
毎週土曜 10：00～10：30
（隔週再放送）

職員募集

お知らせ

各イベントでは、新型コロナウイルス感染防止対策を行っています。
なお、感染状況により内容などが変更になる場合があります。
最新情報は、それぞれの問い合わせ先へご確認ください。

9月 の 情報ひろば



全市版 広 報 紙1 0

六甲有馬
ロープウェー
9月ダイヤ

月～金曜9：30～17：10、土曜9：30
～20：50、日曜・祝日9：30～18：10
期間  9月1日（木）～30日（金）
問  ☎891-0031 F891-0032

まやビューライン
秋ダイヤ

月・水・木曜10：00～17：30、金・
土・日曜、祝日10：00～20：50（火
曜定休。祝日の場合翌日休）
期間  9月1日（木）～10月31日
（月）
問  ☎861-2998 F806-2300

なでしこ芸術文化
センター開館

西神中央ホールと西図書館が入
居する「なでしこ芸術文化セン
ター」が10月1日（土）13：00に
開館します

マイナポイント
もらうならカード
申請は9月末まで

最大20,000円相当のポイント
がもらえるマイナポイントは、マ
イナンバーカードを9月末までに
申請しておく必要があります。ま
だカードを申請していない方は
お早めに
問  市マイナンバーカードコール
センター
（☎600-2910 F 862-3890）

私道の街灯助成

私道に街灯を設置する地域団体
を対象に新設・取替費用を全額助
成します（上限あり）。申請書、位
置図等の書類を行政事務セン
ターに郵送
問  市行政事務センター
（☎381-5533 Ⓕ381-6675）

都市計画案の縦覧

都市再生特別地区、生産緑地地
区、道路、その他交通施設（交通
広場、通路）、公園、緑地、地区計
画の決定及び変更
申し込み  9月13日（火）～27日
（火）。消印有効 

市アセス条例に
基づく縦覧

神戸山田太陽光発電所建設、白
川地区土地造成、国営明石海峡
公園に係る事後調査報告書概要
書の縦覧
申し込み  9月1日（木）～14日（水）

消防関係手続きは
電子申請が
おすすめ

電子申請を拡大中。対象手続きが
増えて便利に。来庁不要。24時間
手続きできます。詳細は市ホーム
ページで確認を

口腔がん検診

日時  10月5日・19日（水）・20日・
27日（木）9：30～
場所  市歯科医師会
料金  無料
申し込み  往（希望日も記入）で
市歯科医師会（〒650-0021三宮
町2-11-1-514）まで。9月15日
（木）必着。抽選

ダニが媒介する
感染症に注意
しましょう

シカなどの野生動物の生息地が広
がり、ダニが媒介する感染症が増え
ています。山歩きや草むらに入る際
は、刺されないよう対策をしましょう

KOBE
「野菜を食べよう」
キャンペーン

9月末まで市内コープこうべ・イオ
ン・ダイエーグルメシティ・トーホー
ストア・関西スーパー等にて実施。
詳細は市ホームページで
料金  無料

介護保険「生活支援
訪問サービス」就職
相談・面接会

日時  9月13日（火）・10月14日
（金）14：00～
場所  クリスタルタワー
料金  無料
申し込み  F（322-6047）かW
で。先着順

里山暮らし相談会

日時  ①9月14日・10月5日（水）
11：00～13：00②9月18日・10月2
日（日）13：00～16：00③9月9日
（金）13：00～16：00
場所  ①淡河宿本陣跡②神戸ワイ
ナリー（農業公園）③西区役所
料金  無料

依存症専門医師
相談の開催（予約制）

アルコール、薬物、ギャンブル、
ゲーム・ネット等に依存してしまう
等でお悩みのご家族、支援者等に
専門医師が個別相談に応じます
問  精神保健福祉センター
（☎371-1900 F 371-1811）

無料消費生活相談
（電話・面談）

☎188 F 351-5556
日時  月～金曜（祝日休）9：00～
17：00（面談は～16：30）

不動産に関する無料相談会

日時  10月13日（木）10：00～
16：00
場所  県不動産鑑定士協会（中央
区下山手通3）
申し込み   電かFで。9月9日（金）
～。先着順
問  ☎325-1023 F325-1022

権利擁護・成年後見法律
相談

場所  市民福祉交流センター
料金  無料
①司法書士・社会福祉士
日時  9月13日・27日（火）13：30
～16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
日時  9月20日・10月4日（火）
13：30～16：30（予約制）
問  市成年後見支援センター
（☎271-5321 F 200-5329）

女性のための相談室
（面接・予約制）

場所  あすてっぷKOBE
料金  無料
①こころの悩み相談
日時  火・水・木・土曜（祝日休）13：
00～15：50
②法律相談
日時  9月15日（木）、24日（土）
13：00～15：30
③キャリア相談（オンライン有）
日時  9月15日・10月6日（木）
17：00～19：45、
9月24日（土）9：00～11：45
問  ☎361-8935 F361-6477

女性のための相談室
（電話）

☎361-8361
日時  火～土曜(祝日休)10：00～
12：00・13：00～15：00

女性のためのＤＶ相談室

☎382-0037
日時  9：00～17：00

くらしとこころの
総合相談会

毎月、原則第1・3水曜日、弁護
士や保健師・心理士等による「く
らしとこころの総合相談会」を
ハローワーク神戸2階で開催し
ています
問  精神保健福祉センター
（☎371-1900 F 371-1811）

難病と緩和ケア
（オンライン）

対象  難病医療ケアに携わる支
援者
日時  9月15日（木）15：00～
申し込み  Wで。9月14日（水）ま
で受付
料金  無料
問  市難病相談支援センター
（☎382-6600 F382-6601）

障がい者歯科医療
研修会

日時  ９月１7日（土）13：30～
場所  三宮研修センター
申し込み  K か F で。9月9日
（金）まで受付
問  こうべ歯科センター
（☎611-8900 F 611-8899）

ファミサポ協力会員
講習会

日時  10月19（水）・20日（木）9：
50～16：30
場所  総合福祉センター
料金  無料
申し込み  電で。先着順　
☎335-6100 F 335-6101

申し込み  の記載がない
「講演・講習、スポーツ、催し」
の記事は当日受付です

各種相談

お知らせ

ナビダイヤル　 ( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0  　TE L  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0  　FAX  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4年中無休
8：00～21：00神戸市総合コールセンター

の記載のない問い合わせは問

9月の情報ひろば

講演・講習
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男女共同参画推進月間
講演会  元読売テレビ
アナウンサー 清水健氏

日時  10月８日(土)13：30～
場所  あすてっぷKOBE
料金  無料
申し込み  Wで。先着順

働きたい女性の支
援講座「自己分析・
自己理解」

日時  10月19日(水)10：00～
場所  あすてっぷKOBE
料金  無料
申し込み  Wで。先着順

連続講座「こうべ
考古学」発掘された
東灘区の歴史

日時  9月23日（金・祝）14：00～
場所  埋蔵文化財センター
料金  無料
申し込み  当日先着順

中央図書館の講座

①講演会「元素でたどる考古学」
日時  10月15日（土）11：00～
料金  無料
申し込み  Wで。先着順
②読み聞かせびと養成講座 ［応
用（水曜）］
日時 10月19日～、水曜10：00～。
全５回
料金  1,５00円
申し込み  Wで。9月14日（水）ま
で受付。抽選
③読み聞かせびと養成講座 ［基
礎（木曜または金曜）］
日時  10月20日～、木・金曜10：
００～。全5回
料金  1,800円
申し込み  Wで。9月14日（水）ま
で受付。抽選
問  ☎371-3351 F371-5046

こうべ福祉・健康フェア

日時 10月2日（日）10：00～15：00
場所しあわせの村　
料金   無料
問  ☎743-8017 F743-8180

中央卸売市場本場の
料理教室

申し込み  電で。開催日の10日前
まで受付。抽選
①魚のさばき方と魚料理のコツ
～太刀魚
日時  9月26日（月）10：30～
料金  4,900円
②天地の会料理道場
日時  9月27日（火）10：30～
料金  4,200円
問  ☎652-5503 F 681-3772

パワーポイント
基礎講習会

日時  9月21日～、水曜12：30～、
全5回
場所  神戸ファッションマート
料金  6,000円
申し込み  電か Fかプロップ・ス
テーション（☎845-2263 F
845-2918）またはWで。9月11日
（日）まで受付。抽選

市民福祉大学の講座

場所  市民福祉交流センター
①視覚障がい者のためのガイド
ボランティア講座
日時  10月27日（木）10：00～15：
00、10月28日（金）13：00～16：00
料金  1,000円
申し込み  電か Fかメかはか直
で。市民福祉大学（〒651-0086
磯上通3-1-32メdaigaku@
with-kobe.or.jp）へ。10月6日
（木）必着。抽選
②発達障害支援講演会　市民
福祉セミナー
日時  10月12日（水）14：00～
料金  無料
申し込み  電か FかWで。先着順
問  ☎271-5300 F271-5365

あじさい講座

料金  有料
申し込み  電か（①～④・⑥・⑦・⑧・
⑨は直も、①・②・④・⑤～⑨は Fも
③はメも）で。先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①着物リフォーム・絵手紙・木彫
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F 822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②ちぎり絵・着物地小物・絵手紙
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F 821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ボイストレーニング＆歌・和
裁・パッチワーク＆キルト
場所  中央区文化センター
問  ☎945-7925 F 945-7854
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④簡単手結び着付け・やさしい
ヨガ・食育キッチン
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F 577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤フォークダンス・和裁・民踊
場所  北区文化センター
問  ☎593-7455 F 592-2415
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥抱き人形・大正琴・現代墨彩画
場所  長田区文化センター
問  ☎643-2436 F 643-0417
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦洋裁とマルチソーイング・料
理・絵手紙
場所  須磨区文化センター
問  ☎735-7377 F735-1833
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧詩吟・生け花・料理
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨洋裁＆着物から
洋服へリフォーム・手編み・琴
場所  西区文化センター
問  ☎991-8325 F 991-8001

婦人会館あじさい講座

申し込み  電か Fで。先着順
①らくらくピアノ
日時  9月14・28日（水）12：30～
料金  2,000円
②いざという時に知ってて安心
「市民救命士講座」
日時  9月16日（金）13：30～
料金  500円
問  ☎351-0861 F351-0862

消費生活講座
くらしの見直し講演会

日時  １０月3日（月）14：00～
場所  婦人会館
料金  無料
申し込み  Wまたは電で消費生活
センター（☎371-1247）へ。９月
19日（月・祝）必着。抽選

コミスタこうべの講座

料金  無料
申し込み  電か直かメで（comis
ta@kobe-spokyo.jp）。9月9日
（金）必着。抽選
①不調改善ピラティス
日時 10月7日（金）18：30～
②輝く瞳に会いに行こう～タイ
北部アカ族の子供たち
日時 10月10日（月・祝）13：30～
問  ☎251-4731 F251-4733

公民館秋季講座
募集

日時 10月3日（月）～5年1月14日（土）
場所  各公民館
料金  一部有料
申し込み  直か往で各館へ。9月
21日（水）必着。抽選

「こころの日」
講演会「認知症の
正しい理解」

日時  10月22日（土）13：30～
申し込み  Wで。９月12日（月）～
10月14日（金）まで。先着順
料金  無料
場所  婦人会館

レクリエーション指導者
講習会

日時  10月23・30日・11月6日
（日）9：30～16：30、10月29日・
11月5日（土）13：00～17：00
場所  青少年会館
料金  5,000円
申し込み  はか Fで市レクリエー
ション指導者クラブ（〒650-0011
下山手通4-2-2 F334-2068）ま
で。9月30日（金）必着。抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F２61-8020） 

弁護士×司法書士×税理
士による「すまいの終活」

日時  11月12日（土）14：00～
場所  こうべまちづくり会館 2階
料金  無料
申し込み  直か電か F かWで
「すまいるネット」まで。10月26日
（水）必着。抽選
問  ☎647-9902 F 647-9912

中央体育館の講座

①ベビ－マッサージ＆産後ケア
－体操
対象  0歳児（生後2ヵ月～）と保
護者 
日時  10月14・21・28日（金）10：
00～
料金  1回1,500円
申し込み  Wで。9月30日（金）ま
で受付。抽選
②スポーツ安全講習会～スク
ワットで体力づくり
日時  10月2日（日）10：00～
料金  500円
申し込み  Wで。9月17日（土）ま
で受付。抽選
問  ☎341-7971 F341-7974

経験者から学ぶ
ひきこもり講演会

10月1日（土）～11月30日（水）ま
でYoutubeで配信。申し込みは
市ホームページで9月1日（木）～
11月30日（金）まで受付
問  （株）ラジオ関西
（☎362-7375 F 362-7405）

お申し込み前にご確認ください！ 受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、9月8日（木）からです。
申し込みが下記の場合は、9面の事項を記入してください。

ははがき　往 往復はがき　ⒻFAX　 ㋱メール
同一行事への重複申し込み
はできません。
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こどもの病気の早期発見
のポイント（オンライン）

日時  10月8日（土）10：30～ 
料金  無料
申し込み  メ（pediat@med.kob
e-u.ac.jp）で。先着順
問  神戸大学 小児科
☎382-6090 F 382-6099

持続可能なNPO
マネジメント
セミナー＆交流会

9月28日（水）兵庫県民会館で、
13：30～16：00。資金調達に困っ
ている団体さん歓迎
申し込み  電か Fで。先着順
問  コミュニティ・サポートセン
ター神戸
（☎841-0310 F 841-0312）

ポートアイランドスポーツ
センターの臨時休館日等

①50ｍプール臨時休館日
9月3日（土）～5日（月）
②25ｍプール臨時休館日
9月3日（土）～5日（月）、16日
（金）～19日（月・祝）
③25ｍプール営業時間変更日
9月11日（日）13：00～
問  ☎302-1031 F302-1032

下半身筋力測定会

対象  小学生以上
日時  9月24日（土）9：00～
場所  王子スポーツセンター
料金  350円
申し込み  当日受付
問  ☎802-0223 F861-5628

グリーンアリーナ神戸 
ミックス個サル

対象  16歳以上
日時  9月28日（水）19：00～
料金  1,000円
申し込み 電かメ（ f u t s a l @
katc98.com）で。先着順
問  ☎796-1155 F796-1125

市民山の会ハイキ
ング「初秋の須磨
裏山コース」

日時  9月18日（日）9：00～
場所  山陽電鉄須磨寺駅集合
料金  無料
申し込み  当日受付

磯上体育館
スポーツの日イベント

日時  10月10日（月・祝）9：00～
申し込み  電か F で。9月1日
（木）～16日（金）まで受付。抽選
問  ☎251-6622 F251-6623

弓道教室（夜の部）

日時  9月21日～、月・水・金曜18：
30～。全7回
場所  王子弓道場
料金  5,000円
申し込み  往 で市弓道 協 会
（〒657-0805青谷町1-1-1）
へ。9月8日（木）必着。抽選

ストレッチーズ体験教室

対象  16歳以上
日時  9月18日（日）9:30～
場所  磯上体育館
料金  500円
申し込み  電か直で。先着順
問  ☎251-6622 F251-6623

障害者ダーツ教室

対象  16歳以上の身体障害者手
帳所持者 
日時  11月5日～、土曜13：00～。全5回
場所  市民福祉スポーツセンター
料金  1,100円
申し込み  往で障害者スポーツ
振興センター（〒651-0086磯上
通3-1-32）へ。9月30日（金）消
印有効。抽選
問  ☎271-5330 F271-5367

しあわせの村

①テニススクール
対象  ①一般クラス②ジュニアクラス
日時  1０月4日（火）～11月28日
（火）全8回
料金  有料
申し込み  電か Fで。先着順
②アーチェリースクール
対象  ①11歳以上②9歳～15歳
と保護者③65歳以上④16歳以
上の身体障害者手帳所持者
日時  10月1日～、土曜12：30～・
14：30～。各10回
10月3日～、月曜10：00～・12：30～。各10回
料金  ①③9,000円②16,000円
④5,500円
申し込み  往で市アーチェリー協
会（〒650-0022元町通2-5-14）
まで。9月20日（火）必着。抽選
③めざせ！しのびポケモン 
ゲッコウガ！
対象  5歳～小学3年生
日時  10月16日（日）9：30～、
11：30～、14：30～
料金  2,200円　
申し込み  往でしあわせの村テニ
スコートクラブハウス（〒651-
1106しあわせの村1-3）まで。9
月15日（木）必着。抽選
問  ☎743-8080 F743-8084

漁業デー   魚と野菜の
販売   垂水漁港

日時  9月21日・10月5日（水）13：30～
場所  水産会館

国際フロンティア
産業メッセ

日時  9月1日（木）・2日（金）
10：00～17：00
場所  国際展示場
料金  無料
問  新産業創造研究機構（☎
306-6806 F 306-6811）

消防音楽隊発足
70周年記念演奏会

日時  11月23日（水・祝）13：30～
場所  文化ホール
料金  無料
申し込み  Wか往で消防音楽隊
（〒651-1124ひよどり北町3-1）
へ。9月30日（金）消印有効。抽選

小学校理科・生活作品展

日時  9月10日（土）～19日（月・祝）
場所  青少年科学館
料金  入場料のみ
問  ☎302-5177 F302-4816

秋季企画展「元素でたど
たどる考古学」

日時  9月23日（金・祝）～11月27
日（日）
場所  埋蔵文化財センター
料金  無料

市室内管弦楽団定期演奏会
「秋のシンフォニー」

日時  10月1日（土）15：00～
場所  文化ホール
料金  有料
申し込み  電で文化ホールプレイ
ガイド（☎351-3349）へ。先着順
問  ☎361-7241 F361-7182

GARDEN FEST 
－Autumn－

日時  9月10日（土）～12月4日（日）
場所  布引ハーブ園
料金  一部有料（要入園料）
問  ☎271-1160 F271-1180

特別展
「もうひとつの顔
ロバート・キャパセレクト展」

日時  9月10日（土）～11月6日（日）
場所  ファッション美術館
料金  有料
問  ☎858-0050 F858-0058

動物慰霊のための献花式

日時  10月2日（日）11：00～
場所  動物管理センター
料金  無料
問  生活衛生ダイヤル
（☎771-74９7 F 050-3156-
2902）

相楽市

日時  9月11日（日）9：00～16：00
場所  相楽園
料金  無料
問  ☎351-5155 F 361-7307

主なクルーズ客船
入港情報

場所  ①②ポートターミナル③中
突堤旅客ターミナル
料金  無料
①飛鳥Ⅱ
日時  9月9日（金）9：00入港・17：
00出港、11日（日）11：00入港・
12日（月）17：00出港、10月4日
（火）9：00入港・17：00出港
②にっぽん丸
日時  9月13日（火）9：30入港・
17：00出港、17日（土）9：00入
港・11：30出港
③ぱしふぃっくびいなす
日時  9月12日（月）12：00入港・
19：30出港

ナビダイヤル　 ( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0  　TE L  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0  　FAX  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4年中無休
8：00～21：00神戸市総合コールセンター

の記載のない問い合わせは問

9月の情報ひろば

スポーツ

催　し

講演・講習
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お申し込み前にご確認ください！ 受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、9月8日（木）からです。
申し込みが下記の場合は、9面の事項を記入してください。

ははがき　往 往復はがき　ⒻFAX　 ㋱メール
同一行事への重複申し込み
はできません。

キノコフェスタ

日時  9月23日（金）10：30～15：30
場所  森林植物園
料金  一部有料（要入園料）
問  ☎591-0253 F 594-2324

離宮月見の宴

日時  9月10日（土）14：00～21：00
場所  須磨離宮公園
料金  入園料のみ
問  ☎732-6688 F734-6022

帆船「みらいへ」
体験航海

日時  10月1日（土）①9：15～②12：40～
場所  かもめりあ、須磨海岸
料金  無料
申し込み  Kで。９月８日（木）まで
受付。抽選
問  株式会社JTB神戸支店
（☎391-6955 F 391-1143）

北区・西区で
いも堀り

日時  10月1日(土)～11月中旬
場所  北区・西区各園
料金  3株８00円
申し込み  電で各農園へ。先着順

 

神出山田自転車道
シェアサイクル

日時  9月17日（土）～12月４日
（日）
場所  つくはらサイクリングターミ
ナル（北区山田町衝

つく

原
はら

字畑坂6）
ほか
料金  有料
申し込み  Wで。9月9日（金）～先
着順
問  神鉄コミュニティサービス
（☎582-8750 F 582-8755）

自然体験で身体の
養生「稲刈と
ダイズの収穫」

対象  小・中学生と家族
日時  10月15日（土）9：30～
15：00
場所  神出自然教育園
料金  有料
申し込み  往（〒651-2313神出
町田井字山ノ口）で。9月5日（月）
～16日（金）。消印有効。抽選

アクセスは
こちらから

編集：広報戦略部

広報紙KOBEは、毎月月初めまでに各ご家庭にお届け！ 次号は「都心三宮再整備」をご紹介

人　口：1,512,033（-148）

世帯数：743,361（+275）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔令和4年8月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は8月16日（火）現在

のものです。内容が変わることが

ありますのでご了承ください。

「第1回神戸歴史遺産」
に登録された5つの歴史
遺産を守ってきた皆さん
の温かさが伝わる写真
とともにピックアップ。地
域の人に愛されてきた
大切な歴史や伝統文化
を、暮らしの中で活用し
ながら未来へと伝えて
いきましょう。

今月の表紙 

神戸歴史遺産
を守る皆さんたち

KOBE
読んで 答えて 応募して

今月の

※状況によりプレゼント内容を変更する場合があります。1人で２通
以上の応募は無効です。当選者の発表は発送を持ってかえさせてい
ただきます。個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。

はがきか FAXか電子メールに、
1  ○に当てはまる問題の答え
 2  興味を持った記事とその理由
 3  改善の余地があると思う記事とその理由
4  郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号
 5   「こうべ旬菜」「KOBE観光スマートパスポート」
「神戸歴史遺産」のいずれか希望する商品を記入
し、広報戦略部プレゼント係（〒650-8570 住所
不要 F 322-6007
　 kouhoushi_kobe@office.city.kobe.lg.jp）
へ。9月15日（木）消印有効。抽選

「神戸〇〇〇〇」とは、地域の人
に守られてきた伝統行事などを
未来へ受け継ぐために認定する
制度 ヒントは2,3面

問 題

小松菜
きゅうり 
ナス

「こうべ旬菜」は、化学肥料や農薬の
使用を減らすなど、人と環境に配慮して
市内で栽培された野菜です。今月は
小松菜・きゅうり・ナスの
詰め合わせを5人にプレ
ゼントします。

市内約50の観光施設を1日もしくは
2日間巡り放題となる、お得で便利な
電子周遊チケット「KOBE観光スマート
パスポート」。プレミアム１
dayチケットを3名様にプレ
ゼントします。

KOBE観光
スマート
パスポート

神戸
歴史遺産
クリア
ファイル
＆冊子

スタート
しました

！

©一般財団法人
　神戸観光局

市内の指定等文化財は約580件。それ
に加えて地域で愛される「神戸歴史遺
産」はまだたくさんあるはずです。神戸
歴史遺産の魅力に触れる、クリアファイ
ル4種と冊子2種のセットを
10人にプレゼントします。

神戸歴史遺産の詳細はこちら ▶

スマホで読めるデジタル版広報紙3つのポイント

神戸牛3万円相当 が 5名様 に当たる！

公開記念キャンペーン実施中！

Twitterフォロー＆記事投稿で 

デジタル版だけで
読めるオリジナル
記事を配信中

検索機能で
読みたい記事を
見つけやすい

紙面版よりも
ひと足早く
情報をお届け

広報紙KOBE
（＠kouhoushikobe）

【探訪】地域の人の想いがつな
ぐ「神戸歴史遺産」の楽しみ方




