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空き家から生まれる

  住まいとま
ちの可能性
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2階で

待って
るよ～

空き家のいろいろな活
用法と

市の支援について

紹介するよ！
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特集

紙面版にはない
オリジナル記事が読める
デジタル版はこちら

空き家から生まれる

  住まいとまちの可能
性

市内で増加傾向に
ある空き家。神戸市

は、空き家対策に力
を入れて取り組んで

きました。

　これまでの4年間
で、市の補助を使っ

て解体された空き家
は約2,400戸と、全

国トップクラス。

　　さらに、空き家を
生まれ変わらせ、まち

を明るくする活用も
始まっています。

　　　空き家が秘
めた可能性と、市の

支援についてご紹介
します！

近年は、シャッターを下ろした店舗も目立つよ
うになった平野商店街。その中の1軒に光を当
てたのが、有馬でも空き家再生の経験がある
みつ

光 やま山和弥さん。キッチンとカウンターを整備し、
出店や起業を目指す人たちがお店づくりを体
験できるチャレンジショップに生まれ変わらせ
ました。現在は定食屋やカフェなど、さまざまな
お店が出店しています。

駒ヶ林町は、古い木造住宅が密集し、空
き家も点在していますが、現代アートを活
かしたまちづくりが盛んなエリアでもあり
ます。そこで、アート活動の支援やまちづ
くりに取り組む団体の依頼を受け、空き家

少子高齢化や人口減少といった課題もあります
が、古くから農業が盛んで自然豊かな地区です。
この古民家を購入した夫婦から「都市と農村の
人々が交流できる場所にしたい」と設計の依頼を
受け、元の雰囲気や伝統的な造りを活かした空
間を目指しました。オープンはまだ先ですが、農村
暮らしの体験のほか、コーヒーや農産物を使った
お菓子を楽しめるカフェも計画中。農村の魅力を
どんどん発信していってほしいです。

もともとは塩屋の名物的存在の酒屋。かつては複
数の世帯が暮らしていた複雑な間取りの建物を、
雑貨店や花屋、ネイルサロンが入る複合施設
「heso.」にリノベーションしました。2階のレンタル
スペースでは、子どもたちが同世代に情報を届ける
ためのフリーペーパーなどを作る「こども編集部」が
活動中。編集会議やワークショップ、駄菓子屋など、
子どもたちと地域の人の交流が生まれています。老舗酒屋

築60年の酒屋兼住宅

増築を重ねた複雑な間取り

ほとんど倉庫としてのみ利用

老舗酒屋
築60年の酒屋兼住宅

増築を重ねた複雑な間取り

ほとんど倉庫としてのみ利用

ほっとかないで

子どもたちによるメディア作りの場

AFTER：

こども編集部
（複合施設 heso. 内）

塩屋町（垂水区）

農村の魅力発信地

AFTER：

まんまる
House

淡河町（北区）

アートスペース

AFTER：

ジョブ・
スペース・ラボ

駒ヶ林町（長田区）

商店街の空き店舗
商店街の店舗付き住宅

長屋のため解体が困難

角地の目立つ立地

商店街の空き店舗
商店街の店舗付き住宅

長屋のため解体が困難

角地の目立つ立地

待ってるよ

市では、空き家を地域のために
活用する人や、建築家と協力して
再生し社会貢献のために活用す
る人に、家財の片付けや改修な
どの補助をしています。

詳細は
こちら

COLUMN

空き家の活用
を応援します

PROJECT

02
建築家の力で
生まれ変わった空き家で
地域課題に取り組む

建築家
角野 史和さん

自然豊かな古民家
伝統的な田の字型間取り

鋼板で覆われた茅葺き屋根

目の前には田んぼが広がる

自然豊かな古民家
伝統的な田の字型間取り

鋼板で覆われた茅葺き屋根

目の前には田んぼが広がる

建築家
村上 隆行さん

治安が悪化
ごみの不法投棄
や不審者の侵入、
火災のリスク

近所に迷惑！
草木が生い茂り、
害虫・害獣が発生
する原因に

お金の負担
固定資産税の軽
減が受けられず、
資産価値も低下

通行人がキケン！
瓦が落ちたり壁が
剝がれたりして、け
がをすることも

COLUMN

空き家
も登記

も

PROJECT

01
所有者と利用者をマッチング！
地域のために空き家を活かす

をアーティストの滞在や制作、展示の拠点
に。カフェを併設し、お茶をしながら作品や
制作する様子を眺められます。気軽にアー
トに触れ合える場所から、このまちを元気
づけたいと思っています。

空き家放置の
こんなリスク
住まなくなった家を放っておくと
さまざまなリスクにつながります。
まだ空き家ではなくても、
家の将来の使い道について
普段から家族で話し合っておきましょう。

今春
オープン
予定

年内
オープン
予定

上：雑貨店
下：heso.

こども編集部の活動風景

プレイベントの様子

カフェカウンターに立つ
店主夫婦

住居の台所スペース

上：ガラス越しに
見えるアトリエ／
下：カフェスペース

上：バー／下：
出店の打ち合わ
せをする大学生

2024年4月1日に、不動産登記法が一
部改正されます。
自分が相続した家や、家族などが住ん
でいない家が、正しい情報で登記され
ているか確認しておきましょう。

相続登記が
義務化されます

土地や建物を相続した場合、3年以内
に相続登記を申請することが義務づけ

法令施行（2024年4月1日）以前の相
続も対象

登記申請書

ハ  ウ  ス

チャレンジショップ

AFTER：

KIKKAKE
PLACE

下祇園町（兵庫区）

キ ッ カ ケ

プ レ イ ス

“放った
らかし”

はダメ！

BEFORE：

BEFORE：

BEFORE：

住宅密集地の空き家

BEFORE：

下町にたたずむ長屋

雨漏りなどで進んだ劣化

芸術祭の会場になったことも

住宅密集地の空き家

BEFORE：

下町にたたずむ長屋

雨漏りなどで進んだ劣化

芸術祭の会場になったことも
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久 元 市 長 の 神 戸を想う

お持ちの空き家のことで困ったら…
活かす？ 手放す？ 解体する？

空き家等活用相談窓口
市が運営する無料の相談窓口です。空き家の管理方法
や売却・賃貸に向けた疑問など、幅広い相談ができます。
売却や賃貸を希望する場合には、不動産の専門家によ
るアドバイスや具体的な活用法の提案も受けられます。

無料相談＆専門家のアドバイスも

通常では売ることが難しい空き家が活用に繋
がり、喜ばれたケースも多くあります。
一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。

電話で相談できない人や、課題の整理・解決に専門家の
手を借りたい人のところに無料で隊員が訪問し、現状や悩
みを聞き取ります。内容に応じて、司法書士やまちづくりコ
ンサルタントなどの専門家が課題の解決を支援します。

空き家おこし協力隊
一人ひとりに応じたサポート

相談の流れ

電話やメールで
悩みをヒアリング

現地を訪問して
状況を確認

状況や課題に
応じたサポート

どうする？

すまいるネット空き家等相談専用電話
（☎647-9988　Ⓕ647-9912）

問 NPO法人兵庫空き家相談センター
（☎0797-81-3236　Ⓕ0797-85-8557）

問

老朽空家等解体補助制度
神戸市内にある1981年5月31日以前に着工された家屋で、
次の条件を満たすものは補助の対象となります。

解体費用の補助があります！

破損のある空き家
幅2m未満の道路のみに接する敷地に建つ家屋
面積60㎡未満の土地の上に建つ家屋

a
b
c

すまいるネット解体補助専用電話
（☎647-9969　Ⓕ647-9912）

問

上限60万円（条件を満たせば100万円）
2月20日（月）～2024年1月30日（火）

補 助 額
申請期間

10：00～17：00
（水曜・日曜・祝日は定休）

電話または来所
（長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階）
☎ 647-9900 Ⓕ 647-9912

相談時間

相談方法

神戸の住まいの
「困った」はこちらまで！
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◉

これまでどおり実施します。
自宅や勤務先などの近くでワクチン接種を受けら
れる診療所・病院を、地図上で探すことができる
医療機関マップをご利用ください。

のどの痛みや発熱などの症状が出たら コロナ禍の筋力低下について◉

ワクチン接種について◉

▶ 3月の接種場所

集団接種会場

※受診を迷った場合には、市新型コロナウイルス
　専用健康相談窓口を利用してください

※受付時間は会場によって異なります。ホームページや新型コロナワクチン接種
　コールセンターでご確認ください

感染の後遺症でお悩みの場合

市新型コロナウイルス後遺症相談ダイヤル

月～金、日（土・祝日を除く） 10:00～17:00

TE L 0 7 8 - 3 2 2 - 6 0 3 7 FAX 0 7 8 - 3 9 1 - 5 5 3 2

※チャットボットやFAXでの予約は受け付けていません

AIチャットボットでお答えします。
F 050-3156-0729

電話での問い合わせが困難な方は

新型コロナワクチンの予約などに関する問い合わせ

市新型コロナワクチン接種コールセンター
平日 8:30～20:00 土日祝 8:30～17:30TE L 0 7 8 - 2 7 7- 3 3 2 0

❶高齢者、基礎疾患がある方、妊婦、小学生以下の子どもなどは、症状があれば速
やかに発熱外来を受診しましょう。かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に相
談しましょう。

❷基礎疾患がない中学生～64歳で症状のある方へは、オンライン確認センターに
て、新型コロナ抗原定性検査キットを無料で配布しています。症状があり、検査
キットの送付を希望される場合は、e-KOBEで申し込んでください。
　検査の時期などにより、感染していても結果が陰性の場合があります。症状があ
る方は自宅で療養してください。

あなたと大切な人のために早めの接種をお願いします。
オミクロン株対応ワクチンの接種は、１・２回目接種を完了した12歳以上の方が
対象で、現時点では「1人１回限り」です。

▶ オミクロン株対応ワクチンの接種がまだの方へ

自宅でできる簡単な運動をまとめた動画やリーフレットを、
市ホームページに掲載しています。ぜひご活用ください。

※無理せず自分のペースで安全に行いましょう。治療中の病気がある方、
　体調で気になることがある方は、主治医等に相談した上で取り組みましょう

▶ 筋力低下の改善に取り組みましょう

※この情報は、2月15日時点の情報です。最新情報は市ホームページでご確認ください

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 新型コロナ
ワクチン接種
特設ページ

詳しくは
こちら

※５面の問い合わせ先は、全て多言語対応しています

診療所・病院

オンライン
確認センター

市役所1号館24階（夜間接種実施会場）

西 西神中央駅ビル2階北側

垂水 垂水年金会館4階
木～土

区 会場 接種曜日

エコール・リラショッピングセンター本館5階北

2023年 3月号

F 078-391-5532078-322-6250

医療機関マップ
（12歳以上）
はこちら

すでにオミクロン株対応ワクチンの接種を受けられた方の、次回の接種
時期等については現在国で検討されており、決まり次第お知らせします。

コロナウイルスにかかった方の「療養終了後も長引く症状」に加え、かかっていない
方も外出自粛の影響で、筋力が低下している場合があります。筋力が低下した結
果、動けなくなったり転倒につながったりすることがあります。

中央

座ったままできる運動をご紹介
（「ゆっくり編」より一部抜粋）

他にも「しっかり編」などがあります。
詳細の動画はオンラインで公開中！

❶つま先を上にあげ、ゆっくりと膝
を伸ばす。

❷4秒間ずつ膝を伸ばしたり曲げ
たりする。

❶背中はまっすぐにして太ももを
高くあげる。

❷４秒間ずつ上げ降ろしする。

左右交互に10回ずつ（計20回）

左右交互に10回ずつ（計20回）

膝伸ばし運動

足踏み運動

太ももの
前側を
意識

股関節の
付け根を
意識

Youtubeも
チェック！

AIチャット
ボット
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や
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楽しくまちをきれいに！

「メリケンパーク Cleanup  Pro ject」

TO GO

「外来生物展示センター」がリニューアルオープン

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、イベントの実施
内容が変更になる可
能性があります。

環境にやさしいこと、始めませんか？

「GO GREEN KOBE」

地球温暖化や海洋ごみ問題、生物多様性の危機など、地球
上では多くの環境問題が起きています。もっと暮らしやすく、持
続可能なまちをみんなでつくるためには、まずは一人ひとりが
現状を知り、“環境にやさしい選択”を始めることが大切です。
皆さんの環境活動を応援するプロジェクト「GO GREEN KOBE」
では、環境にやさしい活動や、取り組む人達の想いをサイトや
SNSで紹介しています。また、企業や地域、学生と連携して、気
軽に参加できる清掃イベントなども開催。日常生活の身近なと
ころから、環境にやさしい選択を始めていきましょう。

TO CHECK

アライグマやアカミミガメなどの外来生物は、元々いた日本の生物のすみか
を奪うだけでなく、一度住み着いたり繁殖したりすると、健康被害や農作物
被害につながる恐れがあります。
外来生物の生態とその問題を知ってもらうため、昨年、自治体初となる「外
来生物展示センター」をオープンしました。「生物飼育棟」と新たにオープン
する「展示ホール」があり、専門家による解説のもと、実物を見たり、体験型
学習をしたりするなど、楽しみながら外来生物について知ることができます。
ぜひ足を運んで、外来生物を感じて、知って、考えてみてください。

３月25日（土）10：00～17：00※雨天決行・荒天中止

スターバックス コーヒー
神戸メリケンパーク店（屋外テラス）

日時

ごみの回収・参加特典の受取場所

3月4日（土）以降の毎週土曜・日曜
11:00～17:00（要予約）

日時

長田区苅藻島町3-12-28苅藻島クリーンセンター内場所

無料料金

詳細は
こちら

詳細は
こちら

予約など
詳細は
こちら

TO GO

展示ホールでは何ができるの？Q

釣りゲームを通じて、外来生物と日本の生物（模型）
を釣り上げ、それぞれの生物の取り扱いを学べます。

●釣りゲーム

生物飼育棟では何ができるの？Q

ブラックバスなどの外来生物や、すみかを追われたメ
ダカなどの日本の生物を間近に見ることができます。

●生きた個体の展示

アメリカザリガニなどに触れて外来生物の生命力
を学べます。

●外来生物に触れて学習

イラストで表現した映像や参加型クイズにより、外
来生物が私たちの生活に及ぼす影響について知
ることができます。

●映像とクイズ

アライグマやヌートリアなど、種別に外来生物の
特徴や問題を詳しく知ることができます。

●はく製、標本の展示

※参加者多数の際、特典を受けることができない場合があります

×

みんなが過ごしやすい美しい街をつくるため、三宮・元町周辺からメリケン
パークまでを周遊する清掃イベントを開催します。散策を楽しみながら、神
戸のまちをきれいにしましょう。市とBEAMS、スターバックス コーヒー 神戸
メリケンパーク店がコラボレーションし、環境に配慮した参加特典をご用意
しています。さまざまな理由で販売できなくなったTシャツに、オリジナルデザ
インをその場でプリントします。
事前申し込み不要なので、軍手とごみ袋を持って気軽に参加してください。

ビームス

クリーンアップ プロジェクト ゴー グリーン コウベ



放課後、子どもたちが安心・安全に生活を送れるよう、
さまざまなサポートをしてくれる、放課後児童支援員。
子育ての経験を活かしたい、子どもと関わる仕事がした
いといった人をお待ちしています。

学童保育（放課後児童クラブ）で
働く職員を募集しています

［問］男女共同参画センター（☎361-6977 Ⓕ361-6477）　

［問］マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178 Ⓕ0120-601-785）　

広 報 紙

一時保育が無料で利用できます

市外転出届もスマホからマイナポータルで簡単申請

TO GO

TO CHECK

子どもたちのより良い教育環境のために

全市版2023年 3月号 7

引っ越しもマイナンバーカードでラクに

働く女性を応援するため、子どもを預けて仕事が
できる無料のコワーキングスペースを、男女共同
参画センター（あすてっぷ神戸）内に設置してい
ます。テレワークやフリーランスの仕事、就職の
準備、育児休業中のスキルアップなどにご利用く
ださい。子ども連れの男性も利用できます。

各種手続きができる「マイナポータル」。転出届もマイナンバーカードを利用
してスマートフォンで申請することで、来庁することなく手続きができます。

一部の日曜日にも引っ越し手続きができます

平日は仕事などで忙しい人のために、引っ越しシーズンのみ、日曜日にも
区役所で手続きができます。

各スペースの見学や、一時保育を体験できます。

別室の保育スタッフに子どもを預けて、仕事ができます。

仕事と子育ての両立を応援！

一時保育無料のコワーキングスペース

TO CHECK

市内在住または在勤の女性と
子ども連れの男性

対象

火～土曜  9:00～20:00時間

火～土曜  10:00～12:00、13:00～15:00実施時間

コワーキング体験会を開催

3月18日（土）　10:00～１２:00日時
3月26日（日）・4月2日（日）
8:45～17:15

受付日時

区役所・支所受付場所

マイナポータルで申し込み利用方法

詳細・利用予約
はこちら

随時募集期間

宿題・遊びの見守り、行事の企画・実施など内容

不要資格

施設により異なる（採用面談時に確認）報酬

１．登録フォームに入力
２．市社会福祉協議会で面談後、採用

登録方法

※電子証明書が掲載されているマイナンバーカードが必要です

［問］市教育人材センター（☎984-0741 Ⓕ984-0740） ［問］市社会福祉協議会（☎262-1654 Ⓕ262-1735）

随時募集期間

学校での学習補助、学校行事など
への支援活動、部活動の補助

内容

不要 ※資格を要する活動が一部あり資格

活動内容により異なる
（面談時に確認）

報酬

１.登録フォームに入力後、市教育
　人材センターに電話
２.市教育人材センターで面談後、
　登録完了

登録方法

授業中の学習補助や部活動の指導など、
市立の小・中学生たちの学校生活をきめ細
かくサポートしてくれる学校支援員。週１日
の活動や、学校行事の支援のみなど、都合
に応じて活動することができます。

学校支援員を募集しています

●国民年金の手続き
加入届、免除・納付猶予、
学生納付特例申請ができます。

●パスポート更新
3月27日（月）から更新申請が
できるようになります。

「マイナポータル」ではさまざまな手続きができます

無料料金

ホームページから予約利用方法

学校支援員の声

定年退職後、妻からボランティア活
動を勧められ、登録しました。都合の
良い日を学校に伝えて、週２～３日、
午前中に活動しています。先生とコ
ミュニケーションを取りながら、子ども
たちの学習を補助しています。これま
で知らなかった経験
が自身の学びになっ
ていますし、活動を
通して地域とのつな
がりを感じています。

詳細は
こちら

登録
フォーム
はこちら

詳細は
こちら

登録
フォーム
はこちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら



小学校区単位で身近な地域の
居場所を簡単に探すことがで
きます。食事提供や学習支援
の実施の有無など活動内容が
分かります。
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子育ては、社会で支える時代へ。家庭で抱えすぎない、パパやママのための子育てコラム。

79
V O L .

出産まで

今月の記事の対象は

新生児 乳幼児 小 中 高 大

充実の支援で楽しく子育て

主に小・中学生の子どもたちが、家や学校とは別の身近な場所で、友達
や地域の人とご飯を食べたり、宿題したり、安心して過ごすことができ
る「こどもの居場所」。地域福祉センターや自治会館など 238カ所
（2022年12月時点）で実施されています。こども食堂を実施している
居場所では、友達や地域の人と一緒に楽しく、温かいご飯を囲んでの団
らんや交流の機会が生まれています。また、地域の人や大学生などのボ
ランティアが勉強の見守りをしてくれる居場所もあります。

「こどもの居場所」－ただいまと言えるもうひとつの場所
詳細は
こちら

豊かな農漁業の魅力を産地直送しま

す

食文化を神戸の魅力に！

関西を中心にチヌとも呼ばれる黒鯛。
最近では数が増え、須磨海苔の養殖現場で海苔を
食べてしまうこともあるそう。
一方で、冬には、鯛らしい歯ごたえのある白身にたっ
ぷりと脂がのり、格別な味わいとなります。そのお
いしさは真鯛を超えるという人もいるほど。炊き込
みご飯やカルパッチョなど、さまざまな食べ方で楽
しむことができます。
今、そんな黒鯛のことを皆さんに知ってもらうため、
学生たちがその魅力を発信しています。

学生による食や農漁
業の魅力発信プロ
ジェクト「ノーギョ・ギョ
ギョ・ギョギョーラボラ
トリーズ」もチェック！

活動で初めて黒鯛を食べましたが、食感が良くとてもおい
しい魚でした。漁師さんがとる黒鯛は、沖合の良い漁場に
いるため、においが少ないそうです。刺身で食べて、うま味
を感じてもらうのがオススメ。黒鯛だけでなく、
海に近い神戸ならではの、海と魚の魅力をイン
スタグラムでも発信中です。

活動
レポート
はこちら

神戸の海と魚の魅力を伝えたい！

食都神戸の
詳細はこちら

神戸の黒鯛（チヌ）
今月の食

ノーギョ・ギョギョ・
ギョギョーラボラトリーズ　
LAB.２の皆さん

学生さんからのイチ推し

ギョギョッ!な
魅力を発信中

知られざる美味しさ！

地産地消で神戸の海が豊かに

身近な「こどもの居場所」を
探せます

「こどもの居場所」を応援したい人
や企業から、食品や弁当など多くの
寄付をいただいています。寄付い
ただいた内容は、サイトで公開して
います。

寄付の内容をサイトで公開

「こどもの居場所」
ポータルサイトがオープン
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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）
…約10人（正規）②技術職（建
築・電気・機械）…約5人（正規）
③助産師・看護師・看護補助者
…若干名（パート）
採用予定  ①②2024年4月③随時
申し込み  ①②3月1日（水）～５月
10日（水）必着
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）④事務
職員…2人（任期付）
採用予定  随時
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

アイセンター
病院職員

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

市外国語大学
および工業高等
専門学校職員

募集人数  事務…若干名（正規）
採用予定  2024年4月
申し込み  3月1日（水）～4月6日
（木）必着
問  ☎794-8121 F792-9020

＜申請受付中＞
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。申請期限
は4月15日（土）
問  給付金専用コールセン
ター（☎277-3322 F647-
9031）

布施畑環境センター
大型ごみ持ち込み方
法が変わります

大型ごみの持ち込みは、今春から
ウェブ予約になります。持ち込み
点数にかかわらず、予約なしで
は、持ち込みできなくなります

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 F335-6542）

点字図書館の
貸出業務を休止

3月20日（月）～31日（金）の間、
図書整理のため、図書の貸出業
務を休止。機器講習や読み書き・
対面朗読サービスは行います
問  ☎362-2488 F 362-2466

春先は火災が発生
しやすい季節です！

3月はまだまだ肌寒い季節です。
ストーブの周りに可燃物を置かな
い、コンセント周りを清掃するな
ど、火災への備えを万全にしてお
きましょう

水道・下水道について
もっと詳しく
知ってみませんか？

普段見れない施設の見学や
ワークショップを通じて、水道や
下水道について知っていただく
「こうべアクアサポーター」を募
集します
申し込み  3月1日（水）～31日
（金）必着 

特定計量器の定期検査

（一社）神戸市計量士会が兵庫・長
田・須磨・垂水・西区内の店舗等を
戸別巡回
期間  4月3日（月）～2024年3月
29日（金）
問  消費生活センター
（☎371-1248 F351-5556）

麻しん・風しん（MR）
2期予防接種

2016年4月2日～2017年4月1
日生まれで未接種者の人は、契約
医療機関に事前に連絡し、3月31
日（金）までに接種を

結核は早期発見・
早期治療が最大の予防

3月24日（金）は世界結核デー。
せきやたんが2週間以上続く時は
結核かも。マスク着用のまま早め
に医療機関で胸部X線検査を受
けましょう

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、3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。

3月 の 情報ひろば

ツイッター インスタ
グラム

ノート



全市版 広 報 紙1 0

市県民税の
申告期限

3月15日（水）まで。確定申告が不
要でも、給与や年金以外の所得が
ある人や各種控除等の申告を行
う人は市県民税の申告が必要
問  申告コールセンター
（☎321-5077 F 647-9560）

「市ネットモニター」
募集中！

皆さまの意見を市の取り組みに反
映しています。ぜひネットモニター
アンケートにご協力ください。回答
実績に応じて千円分のプレゼント

HPV9価ワクチンが
定期接種になります

4月1日（土）から、子宮頸がん予
防ワクチン定期接種・キャッチアッ
プ接種の対象ワクチンに9価ワク
チンが追加されます

スマスイ閉園の
お知らせ

須磨海浜水族園は、5月31日（水）
で閉園します。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 F733-6333

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）】
4月8日（土）、要予約
申し込み  検査日の1カ月前～先
着順 

口腔がん検診

日時  4月4・25日（火）、12・19日
（水）9：30～
場所  市歯科医師会
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。3月15
日（水）必着

日常生活用具の
紙おむつの
支給対象者を拡大

2023年4月分より、日常生活用
具の紙おむつの支給対象者に、重
度の知的障害の方、難病患者等
の方が加わります。申請受付は3
月より開始

市立定時制高校の
生徒再募集

中学卒業者（見込を含む）。学力
検査で定員が充足されない場合
実施。詳細は各校へ
問  摩耶兵庫（☎360-1316）楠
（☎521-4700）神戸工科（☎
272-9910）

市バス・地下鉄
定期券WEB予約
3月8日（水）スタート

もう並ばなくても大丈夫！新規定
期券をWEB予約すると、地下鉄
全駅の白い券売機で購入できる
サービスが始まります。ぜひご利
用ください

兵庫県合同
企業説明会

3月9日（木）・10日（金）13：00～
16：30に、クリスタルタワー3階ク
リスタルホールで開催。県内企業
が合計40社(各日20社)参加予定
問  ひょうご・しごと情報広場
（☎366-1433 F366-1432）

新西市民病院整備
基本計画について

2022年12月～１月に実施した意見
募集をもとに基本計画を策定しました
問  市民病院機構法人本部
（☎940-0386 F 647-7210）

六甲有馬
ロープウェー春ダイヤ

日時  月～金曜9：30～17：30、土
曜・日曜・祝日9：30～18：10
期間  3月20日（月）～7月31日（月）
問  ☎891-0031 F 891-0032

まやビューライン
春ダイヤ

月・水・木曜10：00～17：30、金・
土・日曜、祝日10：00～20：50（火
曜定休。祝日の場合翌平日休）
期間  3月20日（月）～7月19日（水）
問  ☎861-2998 F 806-2300

産後ケア事業（宿
泊・通所）の電子申
請を開始します。

4月1日（土）から市ホームページ
（e-kobe）からの申請になります

芸術文化による
まちづくり助成

2023年度分のまちの再生・活性化
に寄与する文化芸術活動の事業費
を一部助成。文化芸術団体が対象
申し込み  3月６日（月）～20日
（月）必着

芸術文化活動助成

芸術文化団体が行う活動に要する会場
費の一部を助成。事業実施期間は４月～
９月。申し込みはメールまたは郵送で
申し込み  ３月9日（木）～16日
（木）。消印有効

高齢者肺炎球菌
定期予防接種

接種歴がなく、今年度に65・70・
75・80・85・90・95・100 歳にな
る人で、接種を希望する人は3月
31日（金）までに接種を

第1回定例市会
【2月議会】

本会議は3月14日（火）・22日（水）・
23日（木）10：00～。常任委員会は
3月15日（水）・16日（木）。予算特
別委員会は3月10日（金）まで

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）

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  3月14・28日（火）13：30～
16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
日時  4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 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

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  3月9日（木）、18・25日
（土）13：00～15：30 
③キャリア相談（オンライン有）
日時  3月25日（土）9：00～11：45、3
月16日・4月6日（木）17：00～19：45
問  ☎361-8935 F361-6477

不動産に関する
無料相談会

日時  4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。3月9日
（木）～。先着順
問  ☎325-1023 F325-1022

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

①3月8・15・（水）11：00～13：00②3月
19日・4月2日（日）13：00～16：00③3月
10・24日・4月7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
（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 F371-1811）

各種相談

お知らせ
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超初心者向け
木工入門講座

日時  火・水曜、10：00～13：00
場所  木工センター（垂水区小束
山本町1）
料金  2，200円
申し込み  電で。随時受付
問  ☎784-5005 F784-5007

アドラー心理学に学ぶ　
アンガーマネジメント

※一時保育あり・要予約
日時  4月22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
問  ☎361-6977  F361-6477

事業報告及び会計等に関す
るNPOセミナー＆相談会

NPO法人を対象に①事業報告
②会計等に関するセミナー＆相
談会を開催
日時  ①3月13日（月）13：00～②
3月17日（金）13：30～
料金  無料
申し込み  電かメ（office@csko
be.com）で。先着順
場所  レンタルスペースジェム（中
央区元町通）
問  コミュニティ・サポートセンター
神戸
（☎841-0310 F841-0312）

市民サポーターによる
フレイルチェック会

対象  市内在住の65歳以上の方
日時  3月13日（月）13：30～
場所  すずらんホール
料金  無料
申し込み  電で。先着順
問  市民福祉振興協会
（☎743-8017 F743-8180）

しあわせの村

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@shiawasenomura.
org）へ。4月16日（日）必着。抽選
①手話入門課程 「フォローアッ
プ講座」 
対象  18歳以上の入門課程修了者
日時  5月18日～、木曜10：00～。
全10回
料金  無料
②点字講座
対象  18歳以上
日時  5月19日～、金曜13：30～。
全35回
料金  無料（テキスト代別）
③こども手話講座
対象  小学4～6年生
日時  5月20日～、土曜10：00～。
全10回
料金  無料（テキスト代別）
問  ☎743-8193 F743-8180

生物多様性
国際シンポジウム
（日英同時通訳）

日時  3月25日（土）13：00～16：30
場所  ポートピアホテルおよびオンライン
料金  無料
申し込み  ホームページで3月
20日（月）まで受付。抽選

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（☎845-2263 F
845-2918）またはWで。3月19
日（日）まで受付。抽選
①イラストレーター基礎
日時  3月30日～、木曜12：30～。
全8回
②フォトショップ基礎
日時  3月30日～、木曜14：30～。
全8回

あじさい講座

料金  有料
申し込み  電（①～④・⑥～⑩は直
も、①・②・④～⑨は Fも、②・⑥・⑦・
⑨は当日受付も、④・⑦はメも）で。
先着順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①スマホ教室・着物リフォーム
（超初級）・洋裁・フォークダンス
場所  東灘区文化センター
問  ☎822-3431 F 822-4103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②スマホ教室・大正琴・食育キッ
チン・フラワーアレンジメント
場所  灘区文化センター
問  ☎841-1796 F 821-6913
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③スマホ教室・料理（男性クラ
ス・一般クラス）・太極拳・楽しい
川柳
場所  中央区文化センター
問  ☎945-7925 F 945-7854
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④スマホ教室・春休みおやこえ
いご・簡単手結び着付け（初級8
回）
場所  兵庫区文化センター
問  ☎576-0938 F 577-7004
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤スマホ教室・着付け（初級・中
級）・市民救命士講習・籐、かずら
場所  北区文化センター
問  ☎593-7455 F 592-2415
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥スマホ教室・そめもの・コーラ
ス・パッチワーク、モラ刺しゅう
場所  長田区文化センター
問  ☎643-2436 F 643-0417
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦スマホ教室・着付・民踊教室・
絵手紙
場所  須磨区文化センター
問  ☎735-7377 F735-1833
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧スマホ教室・パソコン教室・
ペーパークイリング・料理教室
場所  垂水区文化センター
問  ☎708-8027 F706-5895
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨スマホ教室・絵のあるハガキ・
楽しいお菓子づくり・着付け
場所  西区文化センター
問  ☎991-8325 F 991-8001

⑩スマホ教室
場所  婦人会館
問  婦人団体協議会（☎351-
0861 F 351-0862）

婦人会館あじさい講座

申し込み  電か Fで。先着順
①いやしのヨーガ
日時  3月10・24日（金）13：00～
料金  2,400円（月謝制）
②おやこえいご
日時  3月17日（金）10：30～
料金  1,000円
問  ☎351-0861 F351-0862

中央卸売市場
本場の料理教室

申し込み  電かWで。開催日の
10日前まで受付。抽選
①市場のさかなごはん
対象  3歳～小学3年生と保護者
日時  3月18日（土）10：30～
料金  1組4,300円
②シェフに学ぶ本格フレンチ
日時  3月23日（木）10：30～
料金  4,500円
問  ☎652-5503 F 681-3772 

おとなとこどもの
炎症性腸疾患
（オンライン）

対象  難病医療ケアに携わる支
援者
日時  ３月１４日（火）13：00～
申し込み  ホームページで。3月
13日（月）まで受付
料金  無料
問  市難病相談支援センター
（☎382-6600 F382-6601）

スマホ時代の
子どもたちのために 

日時  5月13日（土）13：40～
場所  国際会議場
料金  無料
申し込み  Fかホームページで。
先着順
問  ☎06-6372-3052 F 06-
6376-2362

コミスタこうべ

料金  無料
申し込み  電か直かホームペー
ジで。3月5日（日）～9日（木）まで
受付。抽選
①実践英語で脳トレ
～わかるから使えるへ
日時  ４月５日（水）18：30～
②市政リレー講座
～いま動物園がおもしろい
日時  ４月19 日（水）10：00～
問  ☎251-4731 F 251-4733

栄養と運動講座

対象  16歳以上
日時  3月26日（日）9：15～
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 F 251-6623

市民公開講座「広告作法
～つくり方、楽しみ方」

日時  4月15日～、土曜14：00～。
全5回
場所  ユニティ
料金  1,320円
申し込み  電かFか直で。先着順
問  ☎794-4970 F794-4910

市民山の会ハイキ
ング「兵庫区北部
を巡る」

日時  ３月19日（日）9：00～
場所  市営地下鉄湊川公園駅集合
料金  無料
申し込み  当日受付

ポートアイランド
スポーツセンター
アイススケート

3月29日（水）は臨時営業、3月12
日（日）は臨時休業、3月11日（土）
は10：00～17：00の短縮営業
問  ☎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、3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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障害者スポーツ教室

場所  市民福祉スポーツセンター
料金  ①②2200円　③1100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丁目1-32）へ。抽選。①3月31日
（金）②③4月30日（日）消印有効
①身体障害者ビームライフル
教室
対象  16歳以上の身体障害者手
帳保持者
②バドミントン・中学生以上知的
体操
対象  障害者手帳保持者
③身体障害者ダーツ教室
対象  16歳以上の身体障害者手
帳保持者
問  ☎271-5330 F271-5367

こうべ長寿祭
（スポーツ・文化）

対象  60歳以上（2024年3月31
日現在）
日時  4月15日（土）～6月14日（水）
場所  しあわせの村他
料金  有料
問  市民福祉振興協会
（☎743-8017 F743-8180）

ファミリーウオーキング
～神戸・桜の名所の公園巡り

日時  4月2日（日）9：30～集合
場所  山陽電鉄西代駅（蓮池公
園）集合
料金  無料
申し込み  往（4人以内）でウ
オーキング協会（〒651-0076
吾妻通4-1-6）まで。3月14日
（火）必着。抽選
問  ☎261-3620 F261-8020

しあわせの村

①アーチェリースクール
対象  9歳以上
日時  ①4月1日～、土曜12：30～・
14：30～。全10回②4月3日～、月
曜10：00～・12：30～。全10回
料金  有料
申し込み  往で市アーチェリー協
会スクール事務局（〒650-0022
元町通2-5-14）まで。3月20日
（月）必着。抽選
②テニススクール
対象  年中以上
日時  4月1日（土）～6月1日
（木）、各曜日。全8回
料金  有料
申し込み  電か Fでテニススクー
ルへ。3月10日（金）必着。抽選
問  ☎①743-8080②743-
8065 F743-8084

春休み短期体操教室

対象  ①未就学児②新1年生～新4年生
日時  3月29日（水）～31日（金）
①9：15～②11：00～
場所  磯上体育館
料金  2,700円
申し込み  はか直で。3月15日
（水）消印有効。抽選
問  ☎251-6622 F251-6623

この指とまれキャンプ春編

対象  小学3年生～中学3年生
日時  3月18日（土）～、1泊2日
場所  洞川教育キャンプ場
料金  6，000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。3月1日（水）～11日（土）必着
問  ☎090-4272-4048 F
381-5913

主なクルーズ客船
入港情報

①ダイヤモンド・プリンセス
日時  3月8日（水）7：00入港・19：
00出港
場所  ポートターミナル
②セブンシーズ　エクスプロー
ラー
日時  3月11日（土）8：00入港・
12日（日）15：00出港、16日（木）
12：00入港・17日（金）17：00出
港、30日（木）12：00入港・31日
（金）17：00出港
場所  中突堤旅客ターミナル

③ウエステルダム
日時  3月15日（水）12：00入港・
16日（木）23：59出港
場所  ポートターミナル
④ノーティカ
日時  3月20日（月）9：00入港・
19：00出港、25日（土）12：00入
港・26日（日）19：00出港、4月4日
（火）12：00入港・4月5日（水）19：
00出港
場所  中突堤旅客ターミナル
⑤オイローパ2
日時  3月30日（木）7：00入港・
31日（金）23：59出港
場所  ポートターミナル
⑥アザマラ・クエスト
日時  3月30日（木）8：00入港・
31日（金）13：30出港
場所  ポートターミナル
⑦シルバー・ウィスパー
日時  4月1日（土）7：00入港・18：
00出港
場所  中突堤旅客ターミナル

春のこども入園無料週間

対象  小・中学生
日時  3月25日（土）～4月5日
（水）9：00～17：０0
場所  須磨離宮公園　
問  ☎732-6688 F734-6022

いちご狩り
本オープン

日時  3月18日（土）～6月上旬
場所  北区有野町・大沢町・長尾
町・淡河町、西区押部谷町・神出町
料金  有料
申し込み  電で各農園へ。先着順

海洋博物館
「帆船模型教室」

日時  5月20日～、土曜13：00
～。全15回
料金  35,000円
申し込み  直か電か Fで。3月31
日（金）まで受付。抽選
問  ☎327-8983 F391-6756

しあわせの村 
ユニバーサルフェスタ

日時  3月11日（土）11：00～
16：00
料金  無料
問  市民福祉振興協会
（☎743-8193 F743-8180）

かがくかん
わくわく工作DAY

日時  3月11日（土）10：30～・
11：00～・11：30～・12：00～・12：
30～
場所  青少年科学館
料金  有料
問  ☎302-5177 F302-4816

海の上の
オープンキャンパス

対象  高校生
日時  3月21日（火・祝）
場所  かもめりあ
料金  無料
申し込み  ホームページで3月8日
（水）まで受付。抽選
問  （株）JTB神戸支店
（☎391-6955 F391-1143）

こうべ市民美術展

日時  3月18日（土）～26日（日）
10：00～17：45（26日（日）は～
15：00）
場所  ファッションマート
料金  無料

シモバシラ展

日時  3月19日（日）まで。9：00～
17：00
場所  森林植物園
料金  入園料のみ
問  ☎591-0253 F594-2324

神戸能

対象  小学生以上
日時  3月21日（火・祝）13：00～
場所  文化ホール
料金  有料
申し込み  電か直かWか当日受
付で。先着順
問  ☎351-3349 F351-3121

市混声合唱団 
春の定期演奏会「憧れ」

日時  3月11日（土）14：00～
場所  神戸新聞 松方ホール
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）

催　し

スポーツ
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の記載のない問い合わせは問

年中無休
8：00～21：00 　

3月の情報ひろば
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コスモスの丘でデジカメ
フォト教室

日時  3月21日（火・祝）10：00～
場所  総合運動公園
料金  1,000円
申し込み  電で3月10日（金）ま
で受付。抽選
問  ☎795-5151 F792-3122

灘の酒蔵・名跡
健康ウォーク

日時  3月26日（日）9：00～
場所  王子スポーツセンター
料金  500円
申し込み  電か直で。先着順
問  ☎802-0223 F 861-5628

海と、魚と

日時  3月26日（日）11：00～
場所  駒ヶ林漁港横倉庫
料金  入場無料

GARDEN FEST ‒ Spring

日時  3月18日（土）～7月2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

菜の花まつり

日時  3月11日（土）10：00～15：00
場所  総合運動公園
料金  無料
問  ☎795-5151 F792-3122

相楽市

日時  3月26日（日）9：00～16：00
場所  相楽園
料金  無料
問  ☎351-5155 F361-7307

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「ジャズのまち神戸100周年」をご紹介

人　口：1,506,516（-1,692）

世帯数：742,366（-775）

面　積：557.03 ㎢（‒）

神戸市のデータ
〔2023年2月1日現在（前月比）〕

本紙の情報は2月14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。

2023年度予算審議中の内容を

含みます。

今月の特集は、空き家の
新しい活用法です。垂水
区塩屋町では、老舗の酒
屋が大変身。子どもたち
が生き生きと活動し、まち
も明るくなります。実は多
くの可能性が秘められて
いる空き家。この機会に、
家について話し合ってみ
ましょう。

今月の表紙 

生まれ変わった空き家

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。3月15日（水）消印有効。抽選

空き家のことなら
●●●●ネットにご相談！

問 題

受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、3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

小松菜
キャベツ
きくな

「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・きくなの詰め合わ
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７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

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
リキュウハニーの
ハンドクリームと
ほしようかん

Twitter限定プレゼント！ 3月15日（水）締め切り

広報紙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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