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市職員採用説明会
（オンラインあり）

総合事務・福祉・技術：3月13日
（月）～15日（水）、消防：4月25日
（火）、26日（水）に実施。
申し込み  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

市立保育所
会計年度任用職員

募集人数  ①保育士…約20人（フル
タイム）②保育士…若干名（パート）
採用予定  ①②4月

市民病院職員等

募集人数  ①助産師・看護師…
若干名（パート）②看護補助者
…若干名（パート）
採用予定  ①②随時
問  ☎940-0155 F306-2870

介護保険認定調査員

募集人数  介護支援専門員、介護福
祉士、社会福祉士等21職種…若干名
採用予定  各月1日
申し込み  随時
問  市民福祉振興協会
（☎271-5356 F251-9632）

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事務職員…
2人（任期付）③医療ソーシャル
ワーカー…1人（パート）④看護補
助者…5人（パート）⑤事務職員…
1人（パート）
採用予定  ①～④随時⑤4月
問  ☎993-3706 F997-2220

西市民病院職員  

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

リハビリ病院職員

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

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
てくれる人を随時募集中

子育て世帯への生活
支援特別給付金の
申請期限間近

低所得の子育て世帯の生活
を応援するため、給付金を支
給しています。申請期限は2
月28日（火）です
問  市子育て世帯生活支援
特別給付金コールセンター
（☎277-3322 F 647-
9031）

新生児子育て世帯への
緊急支援給付金

今年度新生児を迎えた世帯に対
し、新生児1人あたり5万円の給
付金を支給。支給要件・申請方法
は市ホームページまで
問  給付金専用コールセンター
（☎277-3322 F 647-9031）

水道局本庁舎の
移転

2月27日（月）より、市役所4号
館から水道局総合庁舎（中央区
橘通３）に移転します

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 F 335-6542）

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）】
3月11日（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先
着順 

 マイナンバーカード
谷上・新長田サテライト
閉所のお知らせ

3月15日（水）をもって、閉所しま
す。3月15日（水）までは通常通
り営業します
問  市マイナンバーカードコール
センター
（☎600-2910 F 862-3890）

市立定時制高校の
生徒募集

中学校卒業（見込）者。募集要項・願書
の入手等詳細は各学校へ。摩耶兵庫
昼間部80人・夜間部80人（☎360-
1316）、楠80人（☎521-4700）、神
戸工科120人（☎272-9910） 

市営住宅
入居者募集開始

申込者と配偶者及びそれぞれの
３親等内の親族での申し込みが可
能。詳細は区役所等で配布の申
込案内書で確認を
申し込み  2月1日（水）～8日（水）
消印有効かつ10日（金）必着 
問  住環境整備公社
（☎647-9804 F 647-9625）

犯罪被害者等支援
制度を拡充しました

性犯罪被害者に対する支援メ
ニューを新設するとともに、犯罪
被害者やその家族への支援の充
実を図りました

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、2月8日（水）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

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

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。

2 月 の 情報ひろば

ツイッター インスタ
グラム

ノート
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税控除のための
障害者に準ずる認定

介護保険の要介護等の認定を受け
ている65歳以上の人のうち、ねたき
り・認知症の人等は、障害者控除対
象認定を受けられる場合があります
問  各区役所・支所の保健福祉課

2022年（令和4年）分
所得税・復興特別所
得税の確定申告

申告と納税は下記期間に。スマート
フォンやパソコンから国税庁ホーム
ページを利用した申告書の作成が
可能。提出はｅ‒Ｔａｘまたは郵送で
期間  2月16日（木）～3月15日（水）
問  各税務署

三宮証明サービス
コーナーの休業

2月5日（日）は休業します

固定資産税・
都市計画税（第4期）

納期限は2月28日（火）です
問  固定資産税課
（☎647-9400 F 647-9429）

福祉駐車券に関する
車両登録の廃止

2月より福祉駐車券に関する車両
登録要件を廃止します。車両を変
更された場合の変更手続きも不
要となります

神戸まつり開催決定
参加団体募集

5月28日（日）に神戸まつりを開
催。2月1日（水）～19日（日）に参
加団体を募集します

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  2月1日（水）～20日（月）
問  生活衛生ダイヤル
（☎771-7497 F 050-3156-
2902）

市外国語大学　
2023年度科目等
履修生の募集 

 

出願等の詳細は本学ホームペー
ジで2月に公開される募集要項を
ご確認ください。出願の受付は3月
1日（水）・2日（木）14：00~19：00
問  ☎794-8133 F 794-8338

まやビューライン
運休のお知らせ

年次点検のため、摩耶ケーブルは
2月6日（月）～3月15日（水）、摩
耶ロープウェーは1月23日（月）～
3月15日（水）まで運休
問  ☎861-2998 F 806-2300

未来都市創造に関
する特別委員会　
市民報告会の開催

未来都市創造に関する特別委
員会から市長への提言内容の報
告などを行います。3月24日
（金）１０：00～、市役所1号館で
申し込み  ２月17日（金）まで。先着順

障害者タクシー利用
券・自動車燃料費助
成更新手続の変更

2023年度分から更新手続が変わ
ります。現在の制度利用者へ2月
中旬に申請書を郵送します。更新
希望者は必要事項を記入し、返送
してください

口腔がん検診

日時  3月8日（水）・16・23・30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。2月15
日（水）必着

宝塚市立図書館の
利用が可能に

2022年12月から、神戸市民が宝
塚市立図書館（分館等含む）で図書
館カードを作り、図書の貸出サービ
スを利用できるようになりました
問  中央図書館（☎371-335１ 
F 371-5046）

マイナポイントの対
象となるカード申請
期限が２月まで延長

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2月末までに申請
しておく必要があります
問  市マイナンバーカードコール
センター　
（☎600-2910 F 862-3890）

4月より地方公共団体
の個人情報保護制度が
変わります

個人情報保護法が改正され、4月
より地方公共団体や地方独立行
政法人が保有する個人情報の取
扱いについては、改正法が適用さ
れることになります。神戸市にお
いても、改正法に基づき、個人情
報の取得や保有、管理等につい
て適正に運用を行っていきます

スマスイ閉園

須磨海浜水族園は、5月31日（水）
に閉園します。お手元の招待券や
割引券などは、閉園以降は利用で
きませんので、ご注意ください
問  ☎731-7301 F 733-6333

認知症地域支えあい
推進事業

認知症への理解促進や認知症予
防の取り組みを支援するため、地
域団体等に専門職を講師として
派遣します
申し込み  3月20日（月）必着

市ホームページ
チェック業務の求人

ひとり親世帯など生活にお困りの
人に、市ホームページのチェック
業務をお任せします
申し込み  3月中旬頃まで

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  2月14・28日（火）13：30～
16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
日時  2月21日・3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 F 200-5329）

無料消費生活相談
（電話・面談）

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

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

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  2月9日（木）、2月18・25日
（土）13：00～15：30
③キャリア相談（オンライン有）
日時  2月16日・3月2日（木）17：00～
19：45、2月25日（土）9：00～11：45
問  ☎361-8935 F 361-6477

里山暮らし相談会

①2月15・22日・3月1日（水）
11：00～13：00②2月19日・3月
5日（日）13：00～16：00③2月
10・24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

住まいの「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）

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）

Ｂ型肝炎被害者
救済のための
無料相談・説明会

対象  幼少時の集団予防接種等
により感染した人
日時  2月25日（土）13：30～
場所  中央区文化センター
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

2月の情報ひろば

年中無休
8：00～21：00 　
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生涯体育大学受講生募集

対象  60歳以上の受講可能な市民
日時  5月12日（金）～6月27日
（火）全11回
場所  市生涯学習支援センター
ほか
料金  5,000円
申し込み  はでスポーツ企画課
（〒650-8570住所不要）へ。2月3
日（金）～3月16日（木）必着。抽選
 

ビジネス講演会　
起業（ゆめ）を形に

日時  2月22日（水）13：00～
場所  中央図書館
料金  無料
申し込み  Wで。先着順

連続講座「こうべ考
古学」発掘された垂
水・西区の歴史

日時  2月25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

耳の日の講演会

日時  3月5日（日）13：30～
場所  中央区文化センター
料金  無料
申し込み  Wで。2月23日（木・
祝）まで受付。先着順

発達障害支援講演会
（オンライン）

日時  3月6日（月）～31日（金）
料金  無料
申し込み  Wで。2月1日（水）～24
（金）まで受付

女子中学生のための
理工チャレンジ
プログラム

対象  女子中学生
日時  3月4日（土）12：45～16：30
場所  市立工業高等専門学校
料金  無料
申し込み  Wで。2月20日（月）ま
で受付。抽選

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  2月22日（水）10：30～
料金  4,500円
②天地の会料理道場
日時  2月28日（火）10：30～
料金  4,200円
問  ☎652-5503 F681-3772

市社会福祉協議会の
講座

場所  市民福祉交流センター
料金  無料
申し込み  電か Fで。先着順
①市民後見人養成研修説明会
日時  3月3日（金）・4日（土）14：00～
②市民公開講座 成年後見セミ
ナー
日時  3月18日（土）13：30～
問  ☎271-5321 F200-5329

市民福祉セミナー
「ひきこもり」から
考える

日時  3月2日（木）14：00～
場所  市民福祉交流センター
料金  無料
申し込み  はか電か Fか直かメ
（〒651-0086磯上通3-1-32　
メdaigaku@with-kobe.or.jp）
またはホームページで。先着順
問  市民福祉大学
（☎271-5300 F271-5365）

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、③・⑥・
⑦・⑨は当日受付も）で。先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①和裁・手結び着付け・編物
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②ウクレレ・絵手紙・着物地小物
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ボイストレーニング＆歌・戸塚
刺繍・ビーズ
場所  中央区文化センター
問  ☎945-7925 F945-7854
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④ペン字・エコクラフトテープ・
ハワイアンキルト
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤絵手紙・フラワーアレンジメン
ト・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型染友禅・からだほぐしヨガ・
自彊術体操
場所  須磨区文化センター
問  ☎735-7377 F735-1833
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧エコクラフト・ペーパークイリ
ング・詩吟
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨洋裁＆着物を洋服へリフォー
ム・トールペイント・料理
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
①京都・阪神間などの文学と歴
史の文芸講座
日時  2月13日（月）10：30～
料金  1,000円
②らくらくピアノ
日時  3月8・22日（水）12：30～
料金  2,400円
問  ☎351-0861 F351-0862

西市民病院の講座
（オンライン）

料金  無料
①糖尿病教室
日時  2月20日（月）
②食物アレルギー講習会
日時  3月2日（木）15：00～
申し込み  メで西市民病院（w_
kouza@kcho.jp）へ。先着順
問  ☎576-5251 F579-1920

思春期の発達と
ネット・ゲーム
依存講演会

日時  3月4日（土）14：00～
場所  医師会館
申し込み  F か Wで。2月9日
（木）～23日（木・祝）まで受付

コミスタこうべ
陶芸教室

日時  4月～2024年3月
料金  月3,500円（材料費別）
申し込み  往でコミスタこうべ
（〒651-0076吾妻通4-1-6）
へ。2月8日（水）～28日（火）必着 
問  ☎251-473１ F262-7065

消費生活講座
「高齢期のくらし
と財産を守る」

日時  3月11日（土）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。2
月17日（金）まで受付。抽選

市政リレー　
お医者さんへのかかり方

日時  3月23日（木）10：00～
場所  コミスタこうべ
料金  無料
申し込み  電か直で。2月9日
（木）必着。抽選
問  ☎251-4731 F251-4733

ワード・エクセル
基礎講習会

日時  2月20日～、月曜
12：30～、全10回
場所  ファッションマート
料金  14,200円
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。2月9日
（木）必着。抽選

総会開催に向けての
NPOセミナー＆相談会

対象  NPO法人
日時  2月16日（木）13：00～
場所  まちづくりスポット神戸（垂
水区小束山手２）
料金  無料
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 F841-0312）

アイススケート
短縮営業・臨時休業

2月４日（土）・11日（土・祝）は
17：00まで。2月18日（土）は休業
問  ポートアイランドスポーツセ
ンター
（☎302-1031 F302 -1032）

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、2月8日（水）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

スポーツ
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市民応援デー

料金  無料
①INAC神戸
日時  第10節（3月中旬予定）
場所  第10節開催場所
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。2月24日（金）
必着。抽選
②久光スプリングス
日時  3月11日（土）12：00～・12
日（日）13：00～
場所  グリーンアリーナ神戸
申し込み  Wで。2月12日（日）ま
で受付。抽選

春休み
短期スポーツ教室

対象  小学生
日時  3月25日（土）～31日（金）
場所  王子スポーツセンター
料金  有料
申し込み  ホームページで。３月5
日（日）まで受付。抽選
問  ☎802-0223 F861-5628

ユニバーリレーマラソン

日時  2月23日（木・祝）9：30～15：30
場所  総合運動公園　
料金  2,500円
申し込み  電でユニバーリレーマ
ラソン大会事務局へ。2月9日
（木）まで受付。先着順
問  ☎0120-998-662
F796-1192

春季スポーツ教室　
参加者募集

日時  4月3日（月）～7月25日
（火）
場所  磯上体育館
料金  有料
申し込み  はかメか直か Fで磯
上体育館（〒651-0086八幡通
2-1-38メinfo@isogami-gym.jp）
へ。 2月1日（水）～20日（月）必着 
問  ☎251-6622 F251-6623

障害者スポーツ教室

対象  ①②身体障害者手帳・療育
手帳保持者③16歳以上の身体
障害者手帳保持者
場所  ①②市民福祉スポーツセン
ター③しあわせの村
料金  ①②2,200円③1,100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。3月31日（金）消
印有効。抽選
①体操
日時  5月9日（火）～7月12日
（水）。全10回
②水泳
日時  5月9日（火）～7月21日
（金）。全10回
③ローンボウルズ
日時  5月14日（日）～9月17日
（日）。全5回
問  ☎271-5330 F271-5367

市民の山　
六甲山ハイクを
楽しもう

対象  中学生以上
日時  3月26日（日）8：30～12：30
場所  六甲ケーブル下駅集合
料金  500円
申し込み  ホームページで2月24
日（金）まで受付。抽選
問  ☎261-3620 F261-8020

磯上体育館

料金  ①無料②500円
申し込み  電か直で。先着順
①フラッグフットボール体験会・
研修会
対象  小学生以上、教員・指導者
等
日時  2月18日（土）9：30～
②ちびっこ走り方教室
対象  小学1～3年生
日時  2月23日（木・祝）9：30～
問  ☎251-6622 F251-6623

ベビーヨガとお話会

日時   ３月３日（金）10：30～
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

春来祭

日時  2月4日（土）～3月26日
（日）9：00～17：00
場所  森林植物園
料金  入園料のみ
問  ☎591-0253 F594-2324

市室内管弦楽団定期演奏会
「音の謎かけ」

日時   2月11日（土・祝）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  市民文化振興財団
（☎361-7241 F361-7182）

国際フルート
コンクール 
披露演奏会

対象  就学児以上
日時   2月23日（木・祝）14：00～
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 F351-3121

神戸港ミニクルーズ
＆トーク

日時   2月25日（土）13：00～
場所  かもめりあ
料金  無料
申し込み  往 で神戸観光局
（〒650-0042波止場町2-2）
へ。2月8日（水）必着。抽選
問  ☎327-8982 F332-4739

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  2月12日（日）9：00入港・
17：00出港
②にっぽん丸
日時   2月17日（金）9：00入港・17：
00出港、21日（火）1：00入港・13：00
出港、24日（金）11：00入港・19：00出
港、27日（月）10：30入港・17：00出
港、3月1日（水）9：00入港・13：00出港

ディキャンプ森のようち
えん

対象  3～6歳の子と保護者
日時  3月12日（日）9：00～16：00
場所  洞川教育キャンプ場
料金  1人2,000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。2月1日（水）
～20日（月）必着。抽選
問  ☎090-4272-4048 F 381-
5913

桂米朝一門会

対象  就学児以上
日時   2月26日（日）14：00～
場所  文化ホール
料金  有料
申し込み  電で。先着順
問  市民文化振興財団
（☎ 351-3397 F351-3121）

KOBE創業塾

対象  創業を目指す人、創業5年
以内の人
日時   2月15日～、水曜13：00
～、全3回
場所  産業振興センター
料金  3,000円
問  産業振興財団
（☎360-3202 F360-1419）

萌黄の館スペシャルツアー
別棟（使用人室）特別公開

日時   2月24日（金）13：30～・
15：30～　
料金  500円
申し込み  往（希望時間を記入）
で萌黄の館（〒650-0002 北野
町3-10-11）まで。2月10日（金）
必着。抽選
問  ☎855-5221 F855-5266

デジタルフォトコンテスト
作品展

日時   2月18日（土）～26日（日）
10：00～17：00
場所  総合運動公園
料金  無料
問  ☎795-5151 F792-3122

催　し

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 　

2月の情報ひろば
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リノベーション
ハウス公開

日時  2月4日（土）～3月31日（金）
場所  須磨区竜が台2丁目　ほか
料金  無料　
申し込み  電か Fで。
問  住環境整備公社
（☎647-9801 F647-9625）

鉄道模型とあそぼう

日時   2月11日（土・祝）・12日
（日）9：30～17：00
場所  青少年科学館
料金  有料
問  ☎302-5177 F302-4816

BE KOBE 神戸の
近現代史関連イベント

料金  無料
申し込み  Wで。2月15日（水）～
先着順
①鈴木商店ゆかりのまち歩き
日時   3月5日（日）13：00～
場所  旧居留地周辺 
②講演会「はじまりの神戸～激動
の30年と七不思議」
日時   3月11日（土）13：30～
場所  中央区文化センター

ロック・ポップスバン
ドオーディション
（Battle de egg）ライブ

日時   2月26日（日）13：30～
場所  電子専門学校（中央区北
野町１）
料金  無料
申し込み  当日先着順
問  Battle de egg 実行委員会
（☎231-5777 F231-5560）

埋蔵文化財
センターのイベント

料金  無料
申し込み  当日先着順
①紙芝居一座がやって来た
日時   2月19日（日）11：00～・
14：00～
②神戸空襲の体験を語る会
日時  2月26日（日）11：00～・
14：00～

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「わが家の将来と空き家活用の可能性」をご紹介

人　口：1,508,208（-1,189）

世帯数：743,141（-381）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔2023年1月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は1月17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。

こべっこランドが兵庫区・
和田岬に移転リニューア
ルオープン。遊び心満載
の遊具で、幅広い年齢の
子どもたちが屋内外で思
う存分遊べます。リニュー
アルした施設の様子と、
そこでイキイキと楽しむ
家族の様子を表現してい
ます。ぜひお越しください！

今月の表紙 

新・こべっこランド

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。2月15日（水）消印有効。抽選

和田岬に移転・リニューアル
オープンする子育てひろば
「○○○○ランド」

問 題

第９回日展 神戸展招待券

詳細はこちら ▶

日本最大の公募美術展「日展」が神戸の
芸術都市・六甲アイランドで開催されま
す。そんな日展神戸展の招待券（2人1
組）を10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、2月8日（水）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

きくな
チンゲンサイ
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
きくな・チンゲンサイ・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１
dayチケットを10人にプレ
ゼントします。

KOBE観光
スマート
パスポート

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人神戸の洋菓子
詰め合わせセット

Twitter限定プレゼント！ 2月15日（水）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2～4面
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