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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…
若干名（パート）③看護補助者…
若干名（パート）④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  ①④5年4月②③随時
申し込み  ①11月10日（木）必着
④10月16日（日）必着
問  ☎940-0155 F306-2870

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 F576-5358

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

市社会福祉協議会

募集人数  総合職…約2人（正規）
採用予定  5年4月
申し込み  10月1日（土）～19日
（水）必着
問  ☎271-5314 F271-5366

アイセンター病院

募集人数  ①視能訓練士…若干名
（パート）②看護師…若干名（パー
ト）③事務職員…若干名
採用予定  随時
問  ☎381-9876 F381-9910

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 F997-2220

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

市民税・県民税納期
（第3期）

納期限は10月31日（月）です

飼い猫（メス）の
不妊手術助成

生後6カ月以上のメスの飼い猫。
手術料金の1割を助成（上限
2,500円）。1年間に1人1匹限り。
応募要領は市ホームページ等で
申し込み  10月1日（土）～20日
（木）必着 
問  生活衛生ダイヤル
（☎771-7497 F 050-3156-
2902）

口腔がん検診

日時  11月2・9日（水）・10・17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。10月14日
（金）必着。抽選

エイズ・性感染症
無料検査

①健康ライフプラザ3階【エイ
ズ・梅毒】
11月10日（木）14：30～16：00、
予約不要
②センタープラザ西館6階【エイ
ズ・梅毒・クラミジア】
水曜18：00～20：00、予約不要
③センタープラザ西館6階【エイ
ズ（即日）】
11月12日（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先
着順

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 F335-6542）

高齢者美術作品展　

洋画・日本画・写真等の出展作品
を募集。60歳以上が対象。事前
申し込み制。詳細はKOBEシニ
アクラブホームページまたは同
事務局へ
申し込み  10月1日（土）～31日
（月）。消印有効 
問  KOBEシニアクラブ
（☎341-8507 F341-8524）

六甲山トンネル
夜間通行止め

防災設備点検のため、六甲有料道路の
六甲山トンネルが通行止めになります
期間  10月28日（金）23：00～29
日（土）4：00
問  市道路公社
（☎583-0234 F583-0667）
　

小学校入学予定者
健康診断のご案内

5年度入学予定者（平成28年4
月2日～平成29年4月1日生）の
保護者へ郵送。市立学校就学希
望の外国人は区・支所市民課へ
問い合わせを

5年度市立幼稚園
園児募集

10月4日（火）～12日（水）に各園
で配布する申込書に記入。受付期
間内に各園へ直接申し込み。定員
あり。詳細は市ホームページで
申し込み  10月13日（木）～21日（金）

三宮証明サービス
コーナーの休業

10月2日（日）は休業します

水道局の
センター再編

水道局の5つのセンターを、10
月1日（土）から3つの水道管理
事務所に再編・統合します

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、10月8日（土）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。

10月 の 情報ひろば
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合同企業説明会
「KOBE就職・転職
フェア」

10月28日（金）・29日（土）12：00～
16：00にサンボーホールで開催。求
職者・転職希望者、２０２３年卒学生
が対象。就職相談コーナー等あり
問  転職・再就職等支援事業運営
事務局
（☎06-6346-6303 F 06-
6346-6838）

第2回定例市会
【9月議会】

本会議は10月17・24日（月）・25
日（火）10：00～。常任委員会は
10月18日（火）・19日（水）。決算
特別委員会は10月13日（木）まで

プレミアム付
電子商品券 Ko-Payの
参加店舗を募集

プレミアム付電子商品券事業に参
加する店舗を募集します。詳細は
市ホームページで
問  専用コールセンター
（☎050-2018-6335 F 391-
1143）

市民花壇コンクール
受賞花壇

花壇構成・草花の生育状況等に
ついて写真審査を行い、応募総
数135花壇の中から18花壇の
受賞を決定。受賞花壇は市ホー
ムページをご覧ください

防犯カメラ設置
補助の二次募集

防犯活動を行っている自治会な
ど地域団体を対象とした、防犯カ
メラの設置費用補助について、
二次募集します。詳細は市ホー
ムページで
申し込み  10月21日（金）まで

市アセス条例に
基づく縦覧

神戸発電所3・4号機設置計画、
（仮称）神戸市北区東岡場プロ
ジェクトに係る事後調査報告書
概要書を縦覧します。詳細は市
ホームページで
期間  10月4日（火）～17日（月）

10月は乳がん月間

正しい知識と定期的な検診
を。乳がんは早期発見・治療
が大切です。40歳を過ぎた
ら、2年に1度、市のがん検診
制度を使ってお得に乳がん検
診を受けましょう

兵庫県津波
一斉避難訓練の実施

11月2日（水）10：00から、訓練
放送等を実施。当日は、市内の
防災行政無線や緊急速報メール
（エリアメール）が鳴動します

神戸電鉄粟生線地
域公共交通計画案 

神戸電鉄粟生線の維持・活性化
を目的として、神戸電鉄粟生線
地域公共交通計画案を作成しま
した
期間  10月3日（月）～11月2日
（水）必着 

市街化調整区域の
開発許可基準等

開発（建築）許可基準及び人と自
然との共生ゾーン整備基本方針の
見直しについて
期間 10月3日（月）～11月1日（火）

消防指令業務の
共同運用

三田市と共同運用を進めるにあ
たっての基本方針等について
期間 10月1日（土）～10月31日（月） 

女性のための相談
（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  10月15・29日（土）・11月
10日（木）13：00～15：30 
③キャリア相談（オンライン有）
日時  10月22日（土）9：00～11：
45、10月20日（木）・11月10日
（木）17：00～19：45
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

無料消費生活相談
（電話・面談）

問  ☎188 F351-5556
日時  月～金曜（祝日休）9：00～
17：00（面談は～16：30）

すまいの「困った！」に
相談員が無料でアドバイス

日時  10:00～17:00（水曜・日
曜・祝日休）
問  すまいるネット
（☎647-99０0 F647-9912）

依存症専門医師
相談（予約制）

日時  月2回定例
場所  総合福祉センター
料金  無料
申し込み 電で。随時
問  精神保健福祉センター
（☎371-1900 F371-1811）

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  10月11・25日（火）13：30～
16：30（予約制） 
②弁護士・社会福祉士
日時  10月18日・11月1日（火）
13：30～16：30（予約制）
問  市成年後見支援センター
（☎271-5321 F200-5329）

里山暮らし相談会

①10月12・19・26日（水）11：00
～13：00 ②10月16日・11月6日
（日）13：00～16：00③10月14・
28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

あすてっぷ
KOBEの講座

料金  無料
①家族介護セミナー（オンライン）
日時  11月26日（土）13：30～
申し込み Wで。先着順
②女性の就職支援・パソコン教室
日時  11月4日（金）・7日（月）～9日
（水）Word 9：30～ Excel 13：00～
申し込み Wで。10月19日（水）
まで受付。選考
③女性の就職支援・キャリアデ
ザインと自己PR
日時  11月10日（木）10：00～
申し込み Wで。先着順

市民酒害セミナー

日時  11月13日（日）14：00～
場所  ピフレホール
料金  無料
①オンライン参加
申し込み メで市断酒協議会（メ
hyogo.dansyu@gmail.com）
へ。先着順
②会場参加
申し込み F で市断酒協議会
（ F 779-0226）へ。先着順

ファミサポ 協力会員
講習会

日時  11月15日（火）・16日（水）
9：50～16：30
場所  市総合児童センター
料金  無料
申し込み 電でファミリー・サポー
ト・センターへ。先着順
問  ☎335-6100 F335-6101

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

講演・講習

意見募集

10月の情報ひろば
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コミスタこうべの講座

料金  無料
申し込み  電か直かメで（メcom
ista@kobe-spokyo.jp）。10月5日
（水）～9日（日）まで受付。抽選
①市政リレー　遺跡から学ぶ神
戸の歴史
日時  11月25日（金）10：00～
②中南米の人たちとやさしいこ
とば
日時  11月14日（月）18：30～
問  ☎251-4731 F251-4733

ファッション
マートの講座

申し込み  電か Fでプロップ・ス
テーション（☎845-2263 F
845-2918）またはWで。①10月
24日（月）まで受付。抽選②10月
30日（日）まで受付。抽選
①ワード・エクセル基礎講習会
日時  11月7日～、月曜14：30～。
全10回
料金  14,200円
② ICT技術習得セミナー
日時  11月10日～、木曜13：00
～。全12回
料金  1,000円

精神障害者の
家族向けセミナー

日時  10月13日～、木曜9：30～。全4回
場所  総合福祉センター
料金  無料
申し込み  電で。先着順
問  精神保健福祉センター
（☎371-1900 F371-1811）

婦人会館あじさい講座

申し込み  電か Fで。先着順
①プロに学ぶ洋裁パターン教室 
日時  10月22日（土）13：30～、
31日（月）10：00～
料金  1,500円
②百年いきいき「ほんとは怖い！
いびきの話」
日時  10月28日（金）14：30～
料金  無料
問  ☎351-0861 F351-0862

あじさい講座

料金  有料
申し込み  電（①～④・⑥～⑨は直
も、①・④・⑤・⑦～⑨は Fも、③は
メも）で。先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①パッチワーク・水彩画・リメー
ク手芸
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②あみもの・お顔とからだのスト
レッチ・フラワーアレンジ
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③太極拳・和裁・戸塚ししゅう
場所  中央区文化センター
問  ☎945-7925 F945-7854
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④フラダンス・ペン字・組み紐
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤手料理・絵手紙・茶道
場所  北区文化センター
問  ☎593-7455 F592-2415
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥木彫り・詩吟・阿波踊り体操
場所  長田区文化センター
問  ☎643-2436 F643-0417
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦料理・パッチワーク・自彊術体操
場所  須磨区文化センター
問  ☎735-7377 F735-1833
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧つまみ絵・手結び着付・生け花
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨大正琴・エコクラフトテープ・
自彊術体操
場所  西区文化センター
問  ☎991-8325 F991-8001

埋蔵文化財
センターの講座

申し込み  往か Fで埋蔵文化財セ
ンター（〒651-2273西区糀台
6-1 F 992-5201）まで。①当日
先着順②10月9日（日）必着。抽選
③10月23日（日）必着。抽選④10
月28日（金）必着。抽選
①「こうべ考古学」発掘された
灘区の歴史
日時  10月22日（土）14：00～
料金  無料
②弥生時代～古墳時代の赤色
顔料
日時  10月23日（日）14：00～
料金  無料
③ミューオンが拓く成分分析の
新地平
日時  11月6日（日）14：00～
料金  無料
④茅葺職人さんと竪穴住居を建
てよう
対象  小学4年生以上
日時  11月12日（土）10：00～15：00
料金  1組300円

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からだ想いのしあわせごはん
日時  10月21日（金）10：30～
料金  4,500円
②魚のさばき方と魚料理のコツ
日時  10月24日（月）10：30～
料金  4,300円
問  ☎652-5503 F681-3772

介護保険
「生活支援訪問サービス」
で働くための研修

日時  11月8日（火）～10日（木）
10：00～16：30
場所  長田区文化センター
料金  無料
申し込み  Fかメでヒューマンア
カデミー（株）（メbusiness@at
human.com）またはWで。10
月27日（木）まで受付。抽選
問  ☎06-6258-5339 F 06-
6282-6002

ユニティの講座

料金  有料
申し込み  はか電か Fでユニティ
（〒651-2103学園西町1-1）へ。
10月12日（水）~先着順
①コロナ禍の健康
日時  10月1日～、土曜14：00～。
全5回
②筆ぐるめを使って年賀状
日時  11月18日～、金曜10：00
～。全4回
③趣味のExcel
日時  11月18日～、金曜13：00
～。全4回
④グローバル化時代における法と
政治
日時  11月12日~、土曜14：00
～。全5回
問  ☎794-4970 F794-4910

うつ予防セミナー

日時  11月2・16日（水）18：30～。
全2回
場所  あすてっぷKOBE
料金  無料
申し込み  Wで。10月12日（水）
～先着順

パラスポーツ王国

日時  11月3日（木・祝）10：00～
16：00
場所  しあわせの村
料金  無料
問  障害者スポーツ振興センター
（☎271-5330 F271-5367）

あつまれ神戸っ子！
スポーツチャレンジ!

対象  小学生
日時  10月30日（日）10：30～
場所  磯上体育館
料金  無料
申し込み  電で。先着順
問  ☎251-6622 F251-6623

市民応援デー

①INAC神戸《ＷＥリーグ開幕戦》
日時  10月23日（日）13：00～
場所  ノエビアスタジアム神戸
料金  無料
申し込み  往でアイナックフット
ボールクラブ（株）（〒658-0032
向洋町中7-1-1）へ。10月8日
（土）必着。抽選
②久光スプリングス
日時  11月6日（日）13：00～
場所  グリーンアリーナ神戸
料金  無料
申し込み  Wで。10月20日（木）ま
で受付。抽選

六甲シティマラソン大会

対象  小学生以上
日時  5年1月29日（日）8：00～
場所  六甲アイランド
料金  有料
申し込み  Kで11月6日（日）まで
受付。先着順
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F261-8020）

市民山の会
ハイキング
（親子ハイキング）

日時  10月16日（日）9：00～
場所  地下鉄西神南駅集合
料金  無料

福祉スポーツセンター

料金  2,200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。11月30日（水）消印
有効
①障害者スポーツ教室（水泳）
対象  身体障害者手帳・療育手帳
保持者
日時  5年1月6日（金）～3月18日
（土）
②体操・バドミントン教室
対象  障害者手帳保持者
日時  5年1月11日（水）～3月15日（水）
問  ☎271-5330 F271-5367

スポーツ

受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、10月8日（土）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
Ⓚ KOBE Today
で検索

Ⓦ市イベント申込
サイトで検索

注意
事項
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ファミリーウオーキング
～灘の酒蔵巡り

日時  11月6日（日）10：00～
場所  JR灘駅集合
料金  無料
申し込み  往（4人以内）で神戸
ウオーキング協会（〒651 -
0076吾妻通4-1-6）へ。10月
17日（月）必着。抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F261-8020）

国登録有形文化財
「旧和田岬灯台」
内部公開

日時  10月30日（日）10：00～15：00
料金  無料

中学校理科作品展

日時  10月7日（金）～10日（月・祝）
場所  青少年科学館
料金  入場料のみ
問  ☎302-5177 F302-4816

秋の自由散策

日時  10月29日（土）
場所  神出自然教育園
料金  無料

秋のバラ観賞会

日時  10月15日（土）～11月6日
（日）9：00～17：00
場所  須磨離宮公園
料金  入園料のみ
問  ☎732-6688 F734-6022

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本 アミーゴ！」

日時  10月22日（土）15：00～
場所  文化ホール
料金  有料
申し込み  電か直で文化ホールプ
レイガイド（☎351-3349）へ
問  市民文化振興財団
（☎351-3397 F351-3121）

神戸音楽家協会設立40周年
記念コンサート

日時  10月30日（日）14：00～
場所  文化ホール
料金  2,500円
申し込み  電で文化ホールプレイ
ガイド（☎351-3349）へ
問  市民文化振興財団
（☎351-3597 F351-3121）

KOBE JAZZ STREET

日時  10月8日（土）・9日（日）12：
00～17：00
場所  三宮・北野町・トアロード界隈
料金  有料
問  市民文化振興財団
（☎351-3597 F351-3121）

開館30年特別展「竹
中郁と小磯良平－詩
人と画家の回想録－」

日時  10月8日（土）～12月18日（日）
場所  小磯記念美術館
料金  有料

市指定有形文化財
「旧乾邸」特別観覧

日時  11月1日（火）～8日（火）10：
00～・14：00～
料金  無料
申し込み  往(２人以内。希望日時
を記入)で旧乾邸管理会(〒658-
0051 住吉本町3-3-4住吉学園内)
へ。10月8日(土)消印有効。抽選

しあわせの村

①ウォークラリー
対象  60歳以上の人と家族か友人
日時  10月22日（土）9：00～
料金  無料
②ビバ！ハロウィン「こうべっこひ
ろば」
対象  小学生以下
日時  10月30日（日）10：00～15：30
料金  無料
③家族で楽しむキャンプ入門
対象  障がい児（3～15歳）と家族
日時  11月19日（土）11：00～16：00
料金  大人1,000円・子ども500円
申し込み  しあわせの村ホームペー
ジで。１０月28日（金）まで受付。抽選
問  ☎①743-8017②③743-
8092 F743-8180

君も博士になれる展

日時  9月10日（土）～5年3月12日（日）
場所  海洋博物館
料金  有料
問  ☎327-8983 F391-6756

技能グランプリ＆
フェスタ

日時  10月29日（土）10：00～
16：30、30日（日）10：00～16：00
場所  国際展示場
料金  一部有料

神戸
BOKOMIフェスタ

日時  10月30日（日）13：00～16：30
場所  神戸学院大学ポートアイラ
ンド第１キャンパス
料金  無料

視覚障がい者向け
福祉機器展

日時  12月3日（土）10：00～・12：30～
場所  総合福祉センター　
料金  無料
申し込み  電で。10月17日（月）~
先着順
問  点字図書館
（☎362-2488 F362-2466）

森林もみじ散策

日時  10月22日（土）～11月30日
（水）
場所  森林植物園
料金  入園料のみ
問  ☎591-0253 F594-2324

3園謎解きめぐり

日時  10月1日（土）～11月30日（水）
場所  キーナの森・しあわせの村・
あいな里山公園
料金  入園料のみ

秋めく相楽宴

日時  10月22日（土）～11月6日（日）
場所  相楽園
料金  入園料のみ
問  ☎351-5155 F361-7307

主なクルーズ
客船入港情報

場所  ポートターミナル(②31日
は中突堤旅客ターミナル）
①飛鳥Ⅱ
日時  10月8日（土）9：00入港・
17：00出港、10日（月・祝）9：00
入港・17：00出港、20日（木）9：
00入港・17：00出港
②にっぽん丸
日時  10月16日（日）7：00入港・
15：00出港、19日（水）18：30
入港・20：00出港、31日（月）17：
30入港・19：00出港
③ぱしふぃっく びいなす
日時  10月11日（火）10：00入
港・17：00出港、21日（金）16：
00入港、22日（土）8：00出港、
28日（金）21：00入港、29日
（土）17：00出港、31日（月）9：
00入港・17：00出港

特別展「川西英
～三つの百景」

日時  10月15日（土）～12月25
日（日）
場所  ゆかりの美術館
料金  有料（高校生以下無料）
問  ☎858-1520 F858-1522

雑誌リサイクル
フェア

日時  11月1日（火）9：15～15：
00。9：00~整理券配布。10：00
以降は入場自由
場所  中央図書館
料金  無料

灘の酒蔵探訪
（スタンプラリー）

日時  10月15日（土）～11月23
日（水・祝）
場所  灘五郷の酒蔵等15か所
料金  無料

お試し住居で
里山暮らしを体験

対象  農村移住や農村でのビジネ
スに関心のある人
日時  5年3月31日（金）まで
場所  ヌフ松森医院（北区淡河町
野瀬492）
料金  有料
申し込み  電でヌフ松森医院（☎
080-6619-6527）へ。先着順

神戸マイスター
フェスティバル

日時  10月8日（土）11：00～15：00
場所  デュオこうべ（中央区川崎町1）
料金  無料

防災推進国民大会
（ぼうさいこくたい）

日時  10月22日（土）・23日（日）
場所  HAT神戸（人と防災未来セ
ンター等）
料金  無料
問  ぼうさいこくたい2022事
務局
（☎011-281-7551 F 322-6031）

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

催　し

スポーツ

10月の情報ひろば
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受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、10月8日（土）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
Ⓚ KOBE Today
で検索

Ⓦ市イベント申込
サイトで検索

注意
事項

おおとし山まつり

日時  11月3日（木・祝）10：00～15：30
場所  大歳山遺跡公園
料金  一部有料

里山をまなぼう
生きもの・文化・森づくり

対象  小学生以上（小学生は保護
者同伴）
日時  11月5日（土）10：00～
場所  キーナの森
料金  無料
申し込み  メか電でひょうご環境
創造協会（メinfo_kina@eco-
hyogo.jp）へ。10月２５日（火）ま
で受付。抽選
問  ☎735-2291 F739-6811

秋の収穫祭

日時  11月3日（木・祝）・5日（土）・6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

市民農園で
野菜の収穫体験

日時  10月15・22・29日（土）・16・
23・30日（日）、11：00～・14：00～
場所  ポートアイランドあおぞら農
園（中央区港島南町6）
料金  800円
申し込み  Wで。先着順
問  （株）ファクティブ（☎080-
7315-2313 F 050-3385-
8257）

親子キャンプ

対象  小学生と保護者
日時  10月22日（土）～、1泊2日
場所  洞川教育キャンプ場
料金  大人5,000円・子ども4,000円
申し込み  はか FでNPO法人こ
うべユースネット（〒650-0044東
川崎町1-3-3）。10月1日（土）～
11日（火）必着。抽選
問  ☎090-4272-4048 F
381-5913

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「映画のまち・神戸」をご紹介

人　口：1,511,144（-889）

世帯数：743,205（-156）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔令和4年9月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は9月13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。

鮮やかな色遣いで描か
れた未来の三宮の街並
み。すでに完成している
東遊園地のこども本の
森、これからできるバス
ターミナルなどがカラフ
ルになって街を彩ってい
ます。皆さんも変わって
いく三宮を楽しみにして
いてください。

今月の表紙 

ビオレッティ・
アレッサンドロさん

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
」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。10月15日（土）消印有効。抽選

現在進められている
人が主役のまちづくりは
「都心●●再整備」

ヒントは2,3面

問 題

小松菜
ニラ 
青ネギ

「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・ニラ・青ネギの詰め合わせを
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１dayチケット
を3人にプレゼントしま
す。市街地やウォー
ターフロント、六甲山に
有馬温泉など、色々な
施設を巡って神戸の街
の魅力を再発見してみ
てください。

KOBE観光
スマート
パスポート

詳細は
神戸公式観光サイト
Feel KOBEへ ▶

こうべ旬菜の
詳しい情報はこちら ▶

こうべ旬菜は
シンボルマークの
「菜菜ちゃん」が目印です

アクセスは
こちらから

公開中
！

©一般財団法人
　神戸観光局

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人 に当たる！

公開記念キャンペーン実施中！ 10月15日（土）締め切り
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）

【図解】2030年の神戸をたず
ねて～都心・三宮が変わる！～


