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市職員職務内容
説明会（福祉・技術
区分等対象）

職場や施設見学ができます。開催
日は、区分により異なりますが、
12月のいずれか1日です。詳細は
市ホームページで
申し込み  各開催日の3開庁日前
まで。先着順 

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

アイセンター病院
職員

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）
採用予定  随時
問  ☎381-9876 F381-9910

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

リハビリ病院職員

募集人数  看護師…若干名（正規）
採用予定  随時
問  ☎743-8200 F743-8211

介護保険認定調査員

募集人数  介護支援専門員など一
定の資格をお持ちの方…若干名
採用予定  5年2月
申し込み  12月1日（木）～26日
（月）必着
問  市民福祉振興協会
（☎271-5356 F 251-9632）

市外国語大学職員

募集人数  ①事務（正規）…約5人
②事務（非正規）…若干名
採用予定  5年4月
申し込み  ①11月1日（火）～12
月9日（金）必着②12月1日（木）
～12月26日（月）必着
問  ☎794-8121 F792-9020

西神戸
医療センター職員

募集人数  ①言語聴覚士・薬剤師…
各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…5名（パート）
採用予定  随時
問  ☎993-3706 F 997-2220

スマホを利用した
確定申告が便利です

マイナンバーカードがあれば、ス
マホで、いつでも簡単に確定申告
書が提出できて便利です。詳しく
は国税庁ホームページで
問  各税務署

ＫＯＢＥシニア
元気ポイント
参加者を募集します！

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）

こうべユース賞
候補者を募集

文化・スポーツ・社会活動で活躍し
た青少年を表彰します。候補者を
12月16日（金）まで募集

こうべ省エネ
チャレンジ参加者募集

11月～5年2月に、電気・ガス使用
量の削減に取り組んでみません
か。結果に応じて、抽選で記念品
を贈呈。詳細は市ホームページで
申し込み  12月15日（木）～5年2
月28日（火）消印有効

エイズ・性感染症
無料検査

健康ライフプラザ3階【エイズ・梅
毒】5年1月12日（木）14：30～
16：00、予約不要
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【エイズ（即日）】
5年1月14日（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先着順 

令和5年
はたちを祝う会
案内はがき送付

平成14年4月2日～平成15年4月
1日生まれの市内在住者へ11月下
旬送付。はがきがなくても入場可
能。入場にはLINEで登録が必要

 

健康とくらしの
調査の実施

介護保険事業計画策定等の基礎
資料とするため、無作為に選んだ
65歳以上の方に対してアンケー
ト調査を実施
申し込み  12月5日（月）～26日
（月）消印有効 
問  健康とくらしの調査コールセンター
（☎0120-900-678 F 322-
6049）

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、12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

年中無休8：00～21：00
12月29日（木）～1月3日（火）は9：00~17：00

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。

12 月 の 情報ひろば
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生活のしづらさ
などに関する調査

12月中に実施。厚生労働省に
よる障害児・者等を対象とする
調査。市内の一部地区へ調査
員が訪問。訪問の際には調査
票を提示

青少年科学館
年末年始の休館日

12月28日（水）から5年1月4日
（水）まで、科学館は休館します
問  ☎302-5177 F3０2-4816

まやビューライン
年末年始特別運行

12月29日（木）～５年1月3日
（火）は19：50まで延長運行。元日
は早朝6：00～17：30まで運行。
31日（土）は17：30まで。4日（水）
は振替休日
問  ☎861-2998 F 806-2300

六甲有馬
ロープウェー
冬ダイヤのお知らせ

下記の期間は9：30～17：10
期間  12月1日（木）～5年3月31
日（金）
問  ☎891-0031 F 891-0032

ポートアイランド
スポーツセンター
短縮営業日

12月3日（土）・4日（日）いずれも
17時までの営業。年末営業（28
日（水）～30日（金））は9：30～
17：15まで
問  ☎302-1031 F302-1032

年末年始の犬・猫等の
死体の引き取り

12月29日（木）～31日（土）8：00
～16：00は藤定運輸（☎681-
2526）、5年1月4日（水）からは
環境局各事業所で受け付け

三宮証明サービス
コーナーの休業

12月4日（日）、29日（木）～5年1
月3日（火）は休業します

ＩＣＴを活用した
生活困窮者等学習支
援事業　受講者募集

児童扶養手当や就学援助受給世
帯の中学生等を対象に、個別オン
ライン学習を実施。ホームページ
の申込フォームより受付
申し込み  5年2月28日（火）ま
で。先着順
問  「リモスタ」運営事務局
（☎0798-63-4442 F 322-
6039）

障害者週間の
一部日程での
施設無料開放

市民福祉スポーツセンターは12
月3日（土）～9日（金）、しあわせの
村温泉・プールは12月6日（火）・7日
（水）、障害のある人へ無料開放

あじさい講座
スマホ教室講師募集

スマホの使い方を初心者向けに
指導できる方人を募集。５年４月
開講
場所  各区文化センター、婦人会館
申し込み  婦人会館ホームページ
で。12月1日（木）～27日（火）ま
で受付
問  婦人団体協議会
（☎351-0861 F 351-0862）

医師・歯科医師・
薬剤師届出

12月末現在、市内居住の医師・歯
科医師・薬剤師が対象。オンライ
ンでの届出または住所地の各保
健センターへ届出票の提出を
申し込み  5年1月4日（水）～16日
（月）必着 

医療従事者の届出

12月末現在、市内就業の保健
師・助産師・看護師・准看護師・歯
科衛生士・歯科技工士が対象。オ
ンラインまたは就業地の保健セ
ンターへ届出
申し込み  5年1月4日（水）～16日
（月）必着 

口腔がん検診

日時  ５年１月５・19・26日（木）・
11日（水）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。12月
15日（木）必着

学校支援員の募集

子ども達のよりよい教育環境づ
くりのため、市立の学校園で支援
してくださる方を随時募集中。詳
細は教育人材センターホーム
ページで

神戸に
住みかえーる
紹介キャンペーン

こうべぐらし応援補助金「住みか
えーる」を紹介すると、紹介した
人へ、先着で100名様にデジタル
ギフト2,000円をプレゼント

食を通じたつながり
支援事業での
ふるさと納税の募集

コロナや物価高騰などで困窮す
る子育て世帯に食の支援を実施
するため、ふるさと納税による寄
附を12月31日（土）まで募集して
います。詳細は市ホームページで

低所得の子育て世帯
への子育て世帯生活
支援特別給付金

物価高騰への緊急対策の一環と
して、低所得の子育て世帯を対象
に給付金を支給しています。詳細
は市ホームページで
問  給付金専用コールセンター
（☎277-3322 F 647-9031）

寄付禁止のルールを
守って明るい選挙を
進めましょう

「政治家は寄付を贈らない、有権
者は政治家から寄付を求めない、
寄付を受け取らない」という寄付
の三ない運動を進めましょう

マイナンバーカード
の申請は12月末まで
がおすすめ

マイナポイントをもらうには、12月
末までにマイナンバーカードを申
請する必要があります。申請方法
など詳細は市ホームページで。余
裕をもってお早めに申請ください
問  市マイナンバーカードコール
センター
（☎600-2910 F 862-3890）

第２回定例市会
【11月議会】

本会議は12月5日（月）～７日
（水）10：00～。傍聴の受け付けは
当日先着順

土地売却
（一般競争入札）

大規模事業用地15物件。実施要
領はホームページにて公開中。申
し込みは電話予約が必要
申し込み  12月9日（金）～13日
（火）必着 

都市計画案の縦覧と
意見書の提出

道路、公園の変更について
期間  12月6日（火）～20日（火）
消印有効

公共下水道事業
計画変更案の縦覧

市単独下水道及び流域関連下水
道の事業計画変更について、事
業計画案を縦覧します。詳細は
市下水道のホームページをご確
認ください

意見公募手続きの
開始について

都市公園条例施行規則の一部改正
期間  12月9日（金）～5年1月10
日（火）必着 

里山暮らし相談会

日時  ①12月14・21日（水）11：
00～13：00②12月29日（木）
10：00～12：00③12月18日（日）
13：00～16：00④12月9日・23日
（金）13：00～16：00
場所  ①淡河宿本陣跡②ヌフ松
森医院③神戸ワイナリー（農業公
園）④西区役所
料金  無料

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

意見募集

12月の情報ひろば

年中無休8：00～21：00 　12月29日（木）~1月3日（火）は9：00~17：00
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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

女性による女性のための
相談会・食料品配布（要予約）

日時  12月17日（土）13：00～
17：00
場所  あすてっぷＫＯＢＥ
料金  無料
申し込み  Wで。先着順
問  ☎361-6977 F361-6477

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  12月8日（木）、12月17・
24日・5年1月7日（土）13：00～
15：30
③キャリア相談（オンライン有）
日時  12月15日、5年1月12日
（木）17：00～19：45、12月24日
（土）9：00～11：45
④求人紹介・就職相談（オンライ
ン有）
日時  12月9日（金）11：00~
14：45、12月16・23日（金）14：
00~16：45
※オンライン（16日）、対面（9・
23日）
問  ☎361-8935 F361-6477

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）

権利擁護・成年後見
法律相談

場所  市民福祉交流センター
①司法書士・社会福祉士
日時  12月13日・27日（火）
13：30～16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
日時  12月20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）

依存症専門医師相談
（予約制）

日時  月３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 F 371-1811）

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 F 647-9912）

レクリエーション
指導者講習会

日時  5年1月22・29日・2月5日
（日）9：30~16：30、1月28日・2
月4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 F 334-
2068）へ。12月27日（火）必着。
抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F 261-8020）

あじさい講座

料金  有料
申し込み  電（①～④・⑥～⑨は直
も、②・④・⑤・⑦～⑨は Fも、⑥・
⑦・⑨は当日も）で。先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①着付け・水彩画・パッチワーク
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F 822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②大正琴・シャドーアート・キルト
ワーク
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F 821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③和裁・自彊術体操・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成人式の着付け・正月の生け
花・ハワイアンキルト
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F 577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤パンと料理・籐かずら・発酵の
チカラで健口づくり
場所  北区文化センター
問  ☎593-7455 F 592-2415
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥折り紙・だき人形・民踊
場所  長田区文化センター
申し込み  直か当日受付か電か
F 先着順
問  ☎643-2436 F 643-0417
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦手編み・民踊教室・ダイエット
ヨガ
場所  須磨区文化センター
問  ☎735-7377 F735-1833
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧お菓子作り・民踊・手結び着付け
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨民踊・手作り発酵食品（免疫力
アップ）・デコ巻き寿司
場所  西区文化センター
問  ☎991-8325 F991-8001

婦人会館あじさい講座

申し込み  電か Fで。先着順
①知らなきゃ損する！税のスマホ
申告教室
日時  12月15日（木）13：00～
料金  無料
②元気に百年いきいき
「認知症の基礎知識」
日時  12月23日（金）14：30～
料金  無料
問  ☎351-0861 F 351-0862

中央体育館
市民スポーツセミナー

料金  2,000円
申し込み  Wで。12月20日（火）
～5年1月3日（火）まで受付。抽選
①目的別アスリートにおける栄
養摂取のポイント
日時  5年1月15日（日）13：00～
②スポ－ツ栄養とスポ－ツ内科疾患
日時  5年1月15日（日）14：50～
問  ☎341-7971 F341-7974

コミスタこうべの講座

料金  無料
申し込み  電か直でコミスタこう
べへ。12月8日（木）、9日（金）に
受付。抽選
①市政リレー 地震発生！
その時水道は
日時  5年1月16日（月）10：00～
②「笑いヨガ」
日時  5年1月23日（月）18：30～
問  ☎251-4731 F251-4733

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天地の会料理道場
日時  12月20日（火）10：30～
料金  4,200円
②親子ケーキ教室～クリスマス
ケーキ
日時  12月24日（土）10：30～
料金  1組4,200円
問  ☎652-5503 F 681-3772

あすてっぷKOBEの講座

料金  無料
申し込み  Wで。先着順
①令和の婚活、これでいいの？
日時  5年1月14日（土）13：30～
②FPによる女性のためのマネー
セミナー
日時  5年1月１９日（木）10：00～
問  ☎361-6977 F 361-
6477

初級障がい者スポーツ
指導員養成講習

対象  満18歳以上（高校生除く）
日時  5年2月4日（土）～19日
（日）。全5回
場所  市民福祉交流センター他
料金  有料
申し込み  メかはか往で市社会
福祉協議会（〒651-0086磯上
通3-1-32メoffice@kobesad.
jp）まで。12月31日（土）消印有
効。抽選
問  ☎271-5330 F 271-
5367

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。先着順
①初心者向け入門Word講座
日時  5年1月13日～、金曜
10：00～。全４回
②楽しいパソコン講座
日時  1月13日（金）13：00～・20
日（金）13：00～・27日（金）13：00
～・2月3日（金）13：00～
問  ☎794-4970 F 794-
4910
  

連続講座「こうべ
考古学」発掘され
た北区の歴史

日時  12月24日（土）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

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

講演・講習

受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、12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
Ⓚ 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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小児アレルギー講習会
（オンライン）

日時  5年2月2日（木）15：00～
料金  無料
申し込み  メで西市民病院 地域
医療在宅支援室（w_kouza@
kcho.jp）へ。先着順
問  ☎576-5251 F 579-1920

プレパパプレママ
セミナー

対象  初産婦とパートナー
日時  5年2月4日（土）9：30～・
13：30～
場所  市看護大学
料金  無料
申し込み  ホームページで。先着
順
問  ☎794-8085 F794-8086

ファミリーウオーキング
～神戸八社巡り

日時  5年1月8日（日）9：00～
場所  新幹線新神戸駅（1階駅前
広場）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）まで。12月19日
（月）必着。抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F261-8020）

ＩＮＡＣ
神戸市民応援デー

日時  12月25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㈱（〒658-0032 向洋町中
7-1-1）へ。12月9日（金）必着。抽選

体力測定会

対象  小学生以上
日時  12月10日（土）9：00～
場所  王子スポーツセンター
料金  350円(中学生以下無料)
問  ☎802-0223 F 861-5628

市民新年連合登山
（ウォーキング）

日時  5年1月3日（火）9：00～
場所  敏

みぬめ

馬神社（灘区岩屋中町4）
料金  無料

こころのアート展開催

日時  12月15日（木）～5年1月
15日（日）10：00～20：00
場所  しあわせの村
料金  無料
問  市民福祉振興協会　
（☎743-8190 F743-8180）

六甲山のキノコ展

日時  12月16日（金）まで
場所  森林植物園
料金  入園料のみ
問  ☎591-0253 F 594-2324

主なクルーズ客船
入港情報

場所  ポートターミナル
①飛鳥Ⅱ
日時  12月16日（金）9：00入港・
17：00出港、18日（日）9：00入
港・17：00出港
②ぱしふぃっく びいなす
日時  12月20日（火）9：30入港・19：
30出港、22日（木）9：00入港・19：00
出港、23日（金）14：00入港、24日
（土）17：00出港、25日（日）14：00入
港、27日（火）17：00出港、5年1月4日
（水）15：00入港、6日（金）1６：00出港

茅葺民家「内田家住
宅」で大掃除としめ
縄づくりをしよう

日時  12月17日（土）10：00～
15：00
料金  無料

自然体験で身体の養
生～すがたを変える
大豆「豆腐作り」

対象  小・中学生と家族
日時  5年1月21日（土）9：30～
場所  神出自然教育園
料金  500円
申し込み  往（〒651-2313神出
町田井字山ノ口）で。12月5日
（月）～16日（金）消印有効。抽選

マリンバクリスマス
コンサート

日時  12月18日（日）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

ファミリー食楽

対象  小学生がいる家族
日時  12月18日（日）10：00～
15：00
場所  洞川教育キャンプ場
料金  1人2,000円
申し込み  はでNPO法人こうべ
ユースネット（〒650-0044東川
崎町1-3-3）へ。12月8日（木）必
着。抽選
問  ☎090-4272-4048 F381
-5913

漁業デー魚と
野菜の販売　
垂水漁港

日時  12月21日（水）13：30～
場所  水産会館

市民農園で冬野菜の
収穫体験（はくさいなど）

日時  １２月10・17日（土）11：00
～・14：00～
場所  神戸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  株式会社ファクティブ
（☎080-7315-2313 F 050-
3385-8257）

ファッション
都市宣言
50周年記念

場所  ファッション美術館
料金  無料
①映画上映
日時  ５年１月７日（土）・８日（日）
申し込み  メ（eiga@fashionmu
seum.jp）で１２月２０日（火）まで
受付。抽選
②ピアノコンサート
日時  ５年１月１５日（日）１５：００～
申し込み  メ（event@fashionm
useum.jp）で１２月２０日（火）ま
で受付。抽選

おにぎりウォーキング
気分新たに、
新春の西宮を歩こう

日時  5年1月22日（日）9：15～
12：45
場所  中央体育館
料金  300円
申し込み  Wで。12月22日（木）
～5年1月5日（木）まで受付。抽選
問  ☎341-7971 F 341-7974

クリスマス
特別ナイター営業

日時  11月18日（金）～12月18日
（日）の金・土・日曜、祝日。12月22
日（木）～25日（日）
場所  布引ハーブ園
料金  有料
問  ☎271-1160 F 271-1180

催　し

講演・講習

スポーツ

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

年中無休8：00～21：00 　12月29日（木）~1月3日（火）は9：00~17：00

12月の情報ひろば



受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、12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
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◉救急相談ダイヤル……医療機関案内や受診の必要性について助言を受けられます。

◉小児の電話相談………看護師などによる小児救急医療に関する助言を受けられます。

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「創業支援」をご紹介

人　口：1,510,017（-154）

世帯数：743,572（+483）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔令和4年11月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は11月15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。

緑豊かな里山。そこで育
まれてきた木々、竹林、野
菜など自然の恵み。それ
を地域で活用する人々。
その土地で暮らす生き
物。根付いている文化。人
と自然が共生している「豊
かな神戸の里山」を表現
しています。

今月の表紙 

神戸の里山の循環

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。12月15日（木）消印有効。抽選

たくさんの人の参加で、
神戸の「●●」の再生と活用が
進んでいます

問 題

水菜
きくな
ブロッコリー

「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
水菜・きくな・ブロッコリーの詰め合
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

年末年始のお知らせ

区役所の閉庁日
12月29日（木）～１月３日（火）は閉庁し
ます。

救急医療に関する電話相談

かかりつけ医が不在のときの受診先（軽症）

ごみの収集日
通常の収集は、年内は12月28日（水）
まで、年始は１月４日（水）からです。年末
の特別収集は12月29日（木）～
31日（土）に行います。

▶ 急病診療所
▶ 東部休日急病診療所
▶ 西部休日急病診療所
▶ 北部休日急病診療所
▶ 休日歯科診療所
▶ こども初期急病センター

☎341-2313
☎801-5199
☎795-4915
☎583-4199
☎331-8099
☎891-3999

（中央区橘通4-1-20神戸市医師会館１階）
（灘区岸地通1-1-1灘区民ホール3階）
（西区学園西町4-2）
（北区山田町下谷上字池ノ内4-1）
（中央区三宮町2-11-1センタープラザ西館5階）
（中央区脇浜海岸通1-4-1）

上記受診先の診療科目や開所日時などの詳細、
入院・手術が必要なときの受診先（中等症～重症）はこちら▶

▶ 救急安心センターこうべ　☎ ＃7119（ダイヤル回線やIP電話などからは☎331-7119）

▶ こども急病電話相談（ケガは対象外）　☎891-3499
▶ 子ども医療電話相談　☎＃8000
　（ダイヤル回線やIP電話などからは☎304-8899）

◉燃えるごみ

月・木曜
地区

火・金曜
地区

年末特別
収集日収集地区 年始最初の

収集日

12月29日（木）・
31日（土）

12月30日（金）・
31日（土）

1月5日（木）

1月6日（金）

ごみ種によって収集日が
異なります。
詳細はこちら▶

受付日時など
詳細はこちら▶

里山　     耕す
神戸の未来

から

ヒントは2～4面


