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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

市民病院職員等

募集人数  ①総合職（事務職員）・・・
若干名（正規）②技術職（建築・電
気・機械）・・・若干名（正規）③看護
補助者・・・若干名（正規）④助産
師・看護師・看護補助者・・・若干名
（パート）
採用予定  ①～③４月④随時
申し込み  ①～③１月９日（月・祝）
問  ☎940-0155 F306-2870

西神戸医療センター

募集人数  ①医療ソーシャルワー
カー…1人（任期付）②医療ソー
シャルワーカー…1人（パート）③
看護補助者…5人（パート）
採用予定  随時
問  ☎993-3706 F997-2220

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

アイセンター病院

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

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 F743-8211

市看護大学契約職員

募集人数  事務…若干名
採用予定  4月
申し込み  1月16日（月）必着
問  ☎794-8080 F794-8086

暮らし支援
臨時特別給付　
申請は１月末まで

対象世帯に、1世帯あたり現
金5万円を給付します
①家計急変世帯
対象 4年1月～12月までの
家計が急変し、申請時点で②
の世帯と同様の事情にある
と認められる世帯
申し込み  問 で申請書を取得
し、郵送。1月31日（火）消印有効
②4年度の住民税非課税世帯
申し込み  郵送で届く確認書
に記入し、返信用封筒で郵
送。1月31日（火）消印有効
問  同専用コールセンター
（☎777-4352 F 945-
8106）

高校生等通学
定期券補助制度の
申請開始

高校生等通学定期券補助制度の
申請期間が始まります。申請に
は、定期券面の写真が必要です
申し込み  e-KOBEで。1月4日
（水）～4月14日（金）まで受付
問  市行政事務センター高校生
等通学定期券補助係
（☎291-5952 F381-6675）

済生会兵庫県病院と
三田市民病院の再編
統合の質問受付

10月30日・11月３日に北神区文
化センターで開催された説明会
に参加できなかった人や、質問
できなかった事項の質問を受け
付けます
期間  12月19日（月）～１月18日（水）
申し込み  メで地域医療課（メ
hokushin_iryou@office.city.
kobe.lg.jp）へ

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・消毒などの活動をした高齢者
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）

「市議会議員選挙」
立候補予定者説明会

立候補予定者と関係者を対象
に、説明会を開催します
日時  2月7日（火）13：30～
場所  ポートオアシス
申し込み  2月1日（水）必着

給与支払報告書の
提出

1月31日（火）までに、法人税務課
へ提出してください。今年から、提
出枚数は従業員1人につき1枚に
なりました

こうべSDGs市民債の
発行

市民向けに神戸市債を発行しま
す。集めた資金は、里山の活性化
などに活用されます
期間  1月11日（水）～25日（水）
※購入希望の場合、事前に取り
扱い金融機関へお問い合わせく
ださい

市県民税の申告は
インターネット・
郵送で

市県民税の申告はインターネット・
郵送が便利です。申告の相談や
疑問については、申告コールセン
ターがお答えします
期間  1月26日（木）～3月15日（水）
問  申告コールセンター
（☎321-5077 F647-9560）

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、1月8日（日）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、音声ガイダンス
で各種問い合わせ窓口をご案内
します。固定電話も引き続き利用
できます

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。

1月 の 情報ひろば
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消防関係手続きは
電子申請がおすすめ

電子申請ができる手続きが増え
て便利に。来庁不要で24時間手
続きできます

郵送による
医療費の払い戻し
手続きを開始

高齢重度障害者医療受給者の医
療費の払い戻し手続きが、郵送
で可能に。市行政事務センター
に申請書と領収書を郵送してく
ださい

市民税・県民税納期
（第4期）

納期限は1月31日（火）です

償却資産申告書の
提出

1月31日（火）までに固定資産税
課へ。資産の異動がない場合も、
その旨を申告してください
問  固定資産税課
（☎647-9400 F647-9439）

太陽と緑の道　
パトロール員募集

自然歩道「太陽と緑の道」の各
コースに1人配置しているパト
ロール員を募集します。任期は3
年です
申し込み  2月15日（水）消印有効
 

エイズ・性感染症
無料検査

①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
②【エイズ（即日）】
2月18日（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先着順 

客船「にっぽん丸」
市民クルーズ

参加代表者が神戸市在住または
在勤の場合、代金10％引き
①しまなみ海道（神戸～生口島
～博多）
日時  ２月１７日（金）～１９日（日）
料金  割引後106,800円～
②瀬戸内Navigate（神戸～瀬
戸内海周遊～神戸）
日時  ２月２７日（月）～３月１日（水）
料金  割引後97,200円～
問  郵船トラベル株式会社
（☎251-6218 F 251-3704 
メccu@ytk.co.jp）

化学物質過敏症を
知っていますか

洗剤、柔軟剤、シャンプーなどの
身の回りにある微量の化学物質
が原因で、体調不良になる人がい
ます。皆さんのご理解と配慮をお
願いします

ポートアイランド
スポーツセンター
アイススケート

1月14日（土）は10：00～17：00
の短縮営業。1月21日（土）は臨
時休業
問  ☎302-1031 F302-1032

三宮証明サービス
コーナーの休業

12月29日（木）～1月3日（火）は
休業します。1月7日（土）の税証
明は、受付のみで即日交付はでき
ません

2023年3月卒対象
就職面接会
セレクション

1月18日（水）・19日（木）にク
リスタルタワーにて開催。県内
企業28社（各日14社）が参加
予定。当日は、履歴書の持参が
必要
問  兵庫労働局
（☎367-0802 F367-3852）

合同企業説明会
「KOBE就職・転職
フェア」

1月20日（金）・21日（土）12：00～
サンボ―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
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）

シニア就職面接会

おおむね60歳以上の求職者を対
象とした就職面接会を開催
日時  ①2月1日（水）13：00～
②2月17日（金）13：00～
場所  ①パティオホール②中央区
文化センター
申し込み  電で。1月10日（火）～
先着順
問  ハローワーク神戸
（☎362-4575 F362-4620）

こうべ市民美術展
作品募集

3月18日（土）～26日（日）にファッ
ションマートで開催するこうべ市
民美術展の作品を募集します
申し込み  1月6日（金）～2月6日（月）
問  こうべ市民美術展運営事務局
（☎351-6557 F 362-7363）

大腸がん検診
（郵送方式）

今年度40歳以上の人が対象。40～69
歳は500円、70歳以上は無料です。
インターネットによる申し込みも可能
申し込み  2月28日（火）消印有効 
問  県予防医学協会
（☎856-2211 F856-9172）

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
てくださる人を随時募集中

温暖化対策計画
改定案

市地球温暖化防止実行計画の
改定案について
期間  1月19日（木）必着

鵯越斎場
建替計画案

 

上記について
期間  1月20日（金）消印有効

都市計画案の縦覧と
意見書の提出

西神流通業務団地・神戸流通業務
団地の変更について
期間  1月4日（水）～18日（水）消印有効

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）

里山暮らし相談会

①1月18・25日・2月1日（水）11：00～
13：00 ②1月22日（日）10：00～12：00 
③1月22日・2月5日（日）13：00～16：
00④1月13・27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

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  1月10・24日（火）13：30～
16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
日時  1月17日・2月7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）

女性のための
DV相談室

☎382-0037
日時  9：00～17：00

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

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

1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
（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  1月19日・2月9日（木）、
1月28日（土）13：00～15：30
③キャリア相談（オンライン有）
日時  1月12・19日・2月2日（木）
17：00～19：45、1月28日（土）9：
00～11：45
問  ☎361-8935 F 361-6477

女性による女性のための
相談会・食料品配布（要予約）

日時  2月18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 F 361-6477

中央体育館の講座

申し込み  ホームページで。①1
月4日（水）～18日（水）まで受付。
抽選②・③1月19日（木）～2月2日
（木）まで受付。抽選
①スポーツ安全講習会（市民救
命士）
日時  2月4日（土）9：00～
料金  500円
②地域活動に役立つチェアエク
ササイズ（講義）
日時  2月19日（日）13：00～
料金  2,000円
③地域活動に役立つチェアエク
ササイズ（実習）
日時  2月19日（日）14：50～
料金  2,000円
問  ☎341-7971 F341-7974

小児アレルギー講習　
思春期喘息（オンライン）

日時  2月2日（木）15：00～
料金  無料
申し込み  メで西市民病院（メ
w_kouza@kcho.jp）へ。先着順
問  ☎576-5251 F 579-1920

ファミサポ協力会員
講習会

日時  1月24日（火）・25日（水）9：
50～16：30
場所  総合福祉センター
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  ☎262-1727 F271-5365

中央卸売市場本場の
料理教室

申し込み  電で中央市場または
ホームページで。開催日の10日
前まで受付。抽選
①徳島県野菜 親子料理教室
対象  小学生と保護者
日時  1月21日（土）10：30～
料金  1組1,000円
②魚のさばき方と魚料理のコツ
～ウマヅラハギ
日時  1月23日（月）10：30～
料金  4,800円
問  ☎652-5503 F 681-3772

すまいるネットの
講座

申し込み  直か Fか電ですまい
るネットまたは Kで。①1月14日
（土）必着。抽選②1月31日（火）
必着。抽選
①安心安全に暮らせる健康住
宅・省エネ住宅のつくり方
日時  1月28日（土）14：00～
料金  無料
②色と自然で住まいを彩る～イ
ンテリアと苔テラリウム作り
日時  2月18日（土）14：00～
料金  300円
問  ☎647-9911 F 647-9912

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。1月5日（木）～9日（月・祝）
まで受付。抽選
①聴いてもらいたい人と聴ける
ようになりたい人
日時  2月6日（月）18：30～
②市政リレー　火災から命を守
るために
日時  2月24日（金）10：00～
問  ☎251-4731 F251-4733

連続講座「こうべ考
古学」発掘された長
田・須磨区の歴史

日時  1月21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

あすてっぷKOBEの講座

料金  無料
申し込み  Wで。先着順
①パートナーの発達障害に悩む
あなたへ
日時  2月4日（土）13：30～
②女性の就職セミナー「ストレス
とうまく付き合う」
日時  ２月15日（水）10：00～
③テレビやCMの“今むかし”か
ら考えるジェンダー平等
日時  2月25日（土）13：30～
問  ☎361-6977 F361-6477

ファッションマートの
講座

料金  15,000円
申し込み  電か Fでプロップ・ス
テーションまたはWで。1月24日
（火）まで受付。抽選
①イラストレーター基礎
日時  2月3日～、金曜12：30～。
全8回
②フォトショップ基礎
日時  2月3日～、金曜14：30～。
全8回
問  ☎845-2263 F 845-2918

あじさい講座

料金  有料
申し込み  電（①～④・⑥～⑨は直
も、①・②・④～⑨は Fも、⑥・⑦・⑨
は当日受付も）で。先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①絵手紙・民踊・手結び着付け
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②手結び着付け・食育キッチン・
マクラメ
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③バレンタインお菓子作り・楽し
い川柳・手結び着付け
場所  中央区文化センター
問  ☎945-7925  F 945-7854
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④書道・やさしいヨガ・阿波踊り
体操
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤和裁・民踊教室・手料理
場所  北区文化センター
問  ☎593-7455 F592-2415
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥大正琴・現代墨彩画・ペーパー
クイリング
場所  長田区文化センター
問  ☎643-2436 F643-0417
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦料理・エコクラフトテープ・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・ペーパークイリン
グ・パッチワーク
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨リメイク手芸・手編み・木彫り
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シルバーコーラス「オッシャー
ズ神戸」
日時  1月16・23・30日（月）
10：30～
料金  3,600円
②いざという時に知ってて安心
「市民救命士講習」
日時  1月20日（金）13：30～
料金  500円
問  ☎351-0861 F 351-0862

「アレルギー週間」
市民公開講座
（オンラインあり）

日時  2月19日（日）14：00～
場所  県民会館（中央区下山手通4）
料金  無料
申し込み  ホームページで。
先着順

介護保険
「生活支援訪問サービス」
で働くための研修

日時  2月15日（水）～17日（金）
10：00～16：30
場所  センタープラザ西館
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@ath
uman.com）またはWで。2月2日
（木）まで受付。抽選
問  ☎06-6258-5339 F 06-
6282-6002

短期手話講習会

対象  18歳以上
日時  3月2日～、木曜10：00～。
全4回
場所  しあわせの村
料金  無料（テキスト代別）
申し込み  はか Fかメで市民福
祉振興協会（〒651-1106しあわ
せの村1-1 メudm@shiawase
nomura.org）へ。2月15日（水）
必着。抽選
問  ☎743-8193 F743-8180

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、1月8日（日）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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ユニティの講座

日時  2月17日～、金曜。全4回。
①10：00～②13：00～
申し込み  電か F か直でユニ
ティへ。1月10日（火）～先着順
①初心者向け入門Word
料金  10,000円（テキスト代別）
②楽しいパソコン
料金  11,000円
問  ☎794-4970 F794-4910

消費生活講座「食品ロスの
現状と私たちにできること」

日時  2月1日（水）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。1
月13日（金）まで受付。抽選

アシックススポーツ
チャレンジ「走り初め」

日時  1月15日（日）12：30～
場所  総合運動公園
料金  無料
申し込み  当日12：00～先着順
問  ☎795-5151 F792-3122

市民山の会
ハイキング
「烏原貯水池を巡る」

日時  1月15日（日）9：00～
場所  神鉄鵯越駅集合
料金  無料

しあわせの村

①テニススクール
対象  年中以上
日時  1月31日（火）～3月31日
（金）、各曜日。全8回
料金  有料
申し込み  電か F でテニスス
クールフロントへ。1月10日（火）
まで受付。抽選
②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  2月19日（日）9：30～・
11：30～・14：30～
料金  2,200円
申し込み  往でテニスコートクラ
ブハウス（〒651-1106しあわ
せの村1-3）へ。1月16日（月）
必着。抽選
問  ☎①743-8065②743-80
80 F 743-8084 

INAC神戸
小学生サッカー教室

対象  小学1～4年生
日時  2月25日（土）15：00～
場所  レディースフットボールセン
ター（東灘区向洋町中7）
料金  無料
申し込み  ホームページで1月31
日（火）まで受付。抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F261-8020）

走り方教室

対象  ①5歳～小学2年生と保護
者②小学3～6年生
日時  2月25日（土）①9：30～②
11：15～
場所  王子スタジアム
料金  ①1,500円②1,000円
申し込み  ホームページで。2月2
日（木）まで受付。抽選
問  市スポーツ協会
（☎261-3620 F261-8020）

障害者スポーツ教室

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。1月4日（水）～2
月28日（火）消印有効。抽選
①知的障害者体操教室
対象  16歳以上の療育手帳保持者
日時  4月7日～、金曜18：00～。
全5回
場所  市民福祉交流センター
②陸上教室
対象  中学生以上の障害者手帳
保持者
日時  4月20日～、木曜17：00～・
18：30～。各5回
場所  ユニバー記念競技場（補助
競技場）
問  ☎271-5330 F271-5367

全日本高等学校
女子サッカー
選手権大会　決勝

日時  1月8日（日）14：10～
場所  ノエビアスタジアム神戸
料金  無料

いちご狩り
プレオープン

日時  1月7日（土）～3月17日
（金）
場所  北区有野町・大沢町・長尾
町・淡河町、西区神出町の各園
料金  有料
申し込み  電で各農園へ。先着順

迎春

日時  1月15日（日）まで
場所  須磨離宮公園
料金  入園料のみ
問  ☎732-6688 F734-6022

冬ぼたん展

日時  1月6日（金）～15日（日）
9：00～17：00
場所  相楽園
料金  入園料のみ
問  ☎351-5155 F361-7307

神出自然教育園

対象  小・中学生と家族
申し込み  往で神出自然教育園
（〒651-2313神出町田井字山
ノ口）へ。①1月10日（火）～20
日（金）消印有効。抽選②1月23
日（月）～2月3日（金）消印有
効。抽選
①冬こそバードウォッチング
日時  2月11日（土・祝）9：30～
料金  500円
②すがたを変える大豆
「味噌作り」
日時  2月18日（土）9：30～
料金  1,000円

プラネタリウム
「LIFEいのち」

日時  1月8日（日）13：30～
場所  青少年科学館
料金  有料
申し込み  当日先着順
問  ☎302-5177 F302-4816

コンサートに行こう！
（ファミリーコンサート）

日時  1月29日（日）14：30～
場所  文化ホール
料金  有料
申し込み  電か直で文化ホール
プレイガイドまたはホームページで
問  ☎351-3349 F 351-3121

この指とまれ
キャンプ冬編

対象  小・中学生
日時  2月19日（日）9：00～
17：00
場所  洞川教育キャンプ場
料金  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）へ。1月5日（木）
～1月31日（火）必着。抽選
問  ☎090-4272-4048 F
381-5913

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  3月31日（金）まで
場所  ①ヌフ松森医院（北区淡河
町野瀬492）②福住お試し住居
（西区押部谷町福住447）
料金  有料
申し込み  電で①ヌフ松森医院
（☎080-6619-6527）②里山農
村地域振興本部（☎991-1557）
へ。先着順

催 　し

講演・講習

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

スポーツ

1月の情報ひろば
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コレクション企画展示
「石
いし さか

阪春
はるお

生と新制作の神戸」

日時  1月4日（水）～4月16日
（日）10：00～17：00
場所  小磯記念美術館
料金  有料（高校生以下無料）
問  ☎857-5880 F857-3737

大創業者祭

対象  創業を目指す人、創業5年
未満の人
日時  1月30日（月）15：00～
場所  産業振興センター
料金  無料
申し込み  ホームページで
問  産業振興財団
（☎360-3202 F360-1419）

消防出初式

日時  1月8日（日）10：00～
場所  メリケンパーク
料金  無料

冬季企画展「神戸・
うつりかわる町と
くらし3」

日時  1月14日（土）～3月5日（日）
場所  埋蔵文化財センター
料金  無料

心も体も温まるフェア

日時  2月7日（火）まで
場所  布引ハーブ園
料金  有料
問  ☎271-1160 F271-1180

 

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「地域で育む神戸っ子の未来」をご紹介

人　口：1,509,397（-620）

世帯数：743,522（-50）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔令和4年12月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は12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。

神戸では今、起業家たち
のチャレンジによって、新
しい技術やサービスが
次々に生まれています。
その様子を、空に浮かぶ
電球型の気球で表現しま
した。起業が増えると私
たちの暮らしは便利で楽
しく、そして神戸の未来も
豊かになります。起業家
たちの挑戦を一緒に応
援しましょう！

今月の表紙 

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」
「芸術セット」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。1月15日（日）消印有効。抽選

三宮阪急ビル15階にできた
コミュニティスペース
「ANCHOR●●●●」

問 題

芸術セット（森林植物園・
市博コレクション展） 森林植物園の

詳細はこちら 

▶

森林植物園と神戸市立博物館コレクション展の
入場券セット（2人1組）を4人にプレゼントします。

受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、1月8日（日）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

小松菜
キャベツ
ほうれん草

「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・キャベツ・ほうれ
ん草の詰め合わせを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6人にプレゼ
ントします。

KOBE観光
スマート
パスポート

市博コレクション展の
詳細はこちら 

▶

スマホで読
みやすい

！

Twitter は
こちら

毎月抽選で神戸ゆかりの特産品や
お得なチケットをプレゼントします

広報紙KOBE Twitter
（@kouhoushikobe）の
フォロー&リツイートで

こうべ旬菜5人 5人完熟きんかん・
日向夏セット

Twitter限定プレゼント！ 1月15日（日）締め切り

広報誌KOBE
オンラインは
こちら

【図解】2030年の神戸をたず
ねて～都心・三宮が変わる！～

ヒントは4面


