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募 集
第35回須磨区長杯区民ゴルフ大会
●日 5月13日（月）7：15から受付
●所 垂水ゴルフ倶楽部（潮見が丘2）
●対 区内在住・在勤の人
●¥  11,480円 ※満70歳以上は10,780円
　 （要証明書）
●申 電話で●問 へ。1人でも申し込み可
●問 垂水ゴルフ倶楽部
　 ☎707-8801　FAX 706-1888

南須磨公民館より
A.須磨の自然探訪 無料・定員20人
●日 5月13日（月）13：30～15：30
 　※予備日5月20日（月）
●所 南須磨公民館 講座室および館外
B.指ヨガ入門 無料・定員50人
●日 5月27日（月）15：00～17：00
●所 南須磨公民館 講座室
●申 A、Bともに郵送か直接ハガキ持参で●問 へ。

4月23日（火）締切
●問 南須磨公民館
 　☎735-2770　FAX 735-2782
　 〒654-0038　青葉町2-2-3

第9回須磨区民寄席 定員250人

●日 5月6日（月・休）　開場13：30　開演14：00
●所 須磨区民センター 4階大ホール
●内 GW特別企画　桂梅團治・笑福亭鶴笑「パ

ペット落語」・桂小鯛・桂小梅
●¥  一般1,800円（前売1,500円）
 　友の会1,200円
　 子ども700円（前売500円）・友の会料金なし
　 ※未就学児童のご入場はお断りします
●申 直接来館か電話で●問 へ。随時受付、定員に

なり次第締切
●問 須磨区民センター
 　☎735-7641　FAX 735-7644
　 中島町1-2-3

北須磨文化センターより
A．神戸まちかど歴史学
　 「神戸ゆかりの人々」 先着順
●日 4月24日（水）10：30～12：00
●¥  200円
B.ガーデニング「春の寄せ植え教室」 
先着15人

●日 4月16日（火）10：00～12：00
●¥  800円
●申 A、Bともに直接来館か電話、FAXで●問 へ
●所 ●問 北須磨文化センター
 　☎791-0840　FAX 792-0700
　 中落合3-1-2

徳川道を歩こう！その1（藍那発）
定員25人

●日 5月6日（月・休）10：00～16：00
●所 あいな里山公園 出発～神戸総合運動公園 

到着
●¥  200円（別途あいな里山公園 入園料450円）
●申 電話で●問 へ。4月10日（木）～受付
●問 総合運動公園管理センター
　 ☎795-5151　FAX 792-3122

催 し  無料・申込不要

スプリングコンサート 定員200人

●日 4月21日（日）　開場13：00　開演13：30
●所 須磨区民センター 4階大ホール
●内 須磨区音楽協会所属の個人、グループによ

るコンサート
●問 須磨区民センター　☎735-7641　中島町1-2-3

須磨図書館 4月のおはなし会
●日 4月5日（金）、20日（土）11：00～11：15、
　 13日（土）14：00～14：30、14：30～15：00、
　 27日（土）11：00～11：30
●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX 735-4313

アンテナショップSumarché（すまるしぇ）
区内の障害者事業所の自主製品（お菓子・雑
貨）などを販売
●日 4月25日（木）11：00～14：30
●所 区役所1階 ギャラリースペース
●問 区健康福祉課
　 ☎731-4341（内324）　FAX 735-8159

そ の 他
須磨体育館の施設個人利用
卓球
●日 4月7・14・21・28日（日）9：00～19：00
　 29日（月・祝）・30日（火・休）9：00～17：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
バスケットボール
●日 4月8・15・22日（月）19：00～21：00
●¥  一般200円
●申 直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX 734-5512

赤い羽根共同募金 お礼
赤い羽根･歳末たす
けあい募金運動への
ご協力ありがとうご
ざいました。今年度、
総額6,573,589円
（平成30年12月31日
時点）のご協力をいただきました。

ご協力いただいた募金と区社協善意銀行
の一部を財源とした「こすもスマイル助成

（公募助成）」の募集を行います。詳しくは
区社協ホームページにてご確認ください。
URL http：//www.suma-shakyo.or.jp/

●問 須磨区共同募金委員会（区社会福祉協議会内）
 　☎731-4341（内312）

名谷駅前でのレンタサイクル事業終了
のお知らせ
平成30年7月から名谷駅前駐輪場で試行的に
実施しているレンタサイクル事業は、平成31
年3月31日をもって終了いたします。ご協力
ありがとうございました。
●問 建設局道路部計画課　☎322-6646

善意銀行 2月分・順不同・敬称略

【金銭】福井 和子（東落合）、波多野 京子、㈱
mi-kittyミキティ訪問介護事業所

【物品】匿名1人
ありがとうございました

　生後91日以上の飼い犬は、生涯一度の登録と毎年一回の狂犬病予防注射が義務付
けられています。飼い犬の体調に合わせて4～6月の間に動物病院で受けるようにし
てください。近くに病院がない場合、下記の集合注射も利用できます。

料金  3,250円（未登録の場合は別途登録料3,000円が必要）

日　時 集合注射実施場所

4月11日（木） 13：40～14：05 須磨寺公園（須磨寺町3丁目）
14：35～14：55 妙法寺池の内公園（妙法寺池ノ内）

4月12日（金） 13：40～13：55 白川公民館（白川大歳神社）
14：15～14：40 若草町西公園（若草町2丁目）

問  西部衛生監視事務所　☎579-2660　FAX 579-2662

　須磨をウォーキングしながら須磨の歴史的魅力を感じてみませんか。
【実施日・コース】
❶4月21日（日） 月の名所と近代須磨の象徴「旧武庫離宮・天皇池を巡る」須磨探訪
　JR須磨海浜公園駅山側～行平月見の松跡・旧武庫離宮・須磨離宮公園（※要・入園料、

兵庫県65歳以上証明書で無料）～天皇池～天井川散策～須磨区民センター（須磨歴
史倶楽部作成の大正時代と平成時代の立体地形図鑑賞）～JR鷹取駅解散　 約7km

❷5月26日（日） 千余年の時空を超えて「坂も楽しむ雅な須磨」探訪
　JR須磨駅海側～村上帝社～いなり坂～関守稲荷神社～ちどり坂～現光寺～ちもり

坂～須磨寺～智慧の道～むすめ坂～離宮道～松風村雨堂～綱敷天満宮～須磨海浜
公園～JR鷹取駅解散　 約6km

時間  9：30集合　12：00頃解散
集合場所  ❶JR須磨海浜公園駅山側　❷JR須磨駅海側
問  NPO法人須磨歴史倶楽部　☎090-4302-8985

区まちづくり課　☎731-4341（内214）
※雨天中止。決行・中止情報は下記へ（当日朝8：00～案内）
市イベント案内・申込センター　☎333-3372

対象  小学生以下に交付している福祉乗車証（磁気カード）
期間  4月1日（月）～受付（土・日曜、祝日を除く）8：45～12：00、13：00～17：15
場所  区役所2階 健康福祉課（北須磨支所管内の方　支所5階保健福祉課）
必要なもの  ①使用中の乗車証（磁気カード）②印鑑③該当の手帳、母子の方は医療費

受給者証または児童扶養手当証書
問  市総合コールセンター　☎333-3330

●2020年度から、だいち小学校・太田中学校校区のうちJRより南側の長田区地域が
駒ケ林小学校・駒ヶ林中学校の校区となります。なお、経過措置として、2019年度か
ら、いずれかの学校を希望選択できることとしています。

●2019年度から、だいち小学校校区のうち主要地方道神戸明石線（中央幹線）より北
側の地域については、希望により板宿小学校に就学できるようになります。

詳しくは学校環境整備課ホームページをご覧ください
問  教育委員会事務局総務部学校環境整備課

☎322-6893　FAX 322-6157　 神戸市　学校環境整備課 検索

●投票所変更のお知らせ
　みだしの選挙から、下記区域の投票日当日（4月7日）の投票所が変更となります。

対象区域 変更後
稲葉町1～6丁目
北町1～3丁目
中島町1～3丁目
松風町3～6丁目
南町1～3丁目

須磨区民センター
（中島町1-2-3）

※なお、区民センター前の駐車料金は負担できませんので、あらかじめご了承ください

●期日前投票について

期間 3月30日（土）～4月6日（土）8：30～20：00
場所 須磨区役所4階 多目的会議室、北須磨支所会議室（名谷センタービル5階）

※投票日当日の投票及び期日前投票の詳細は、3月29日以降に届く「投票のご案内」をご確認ください
問  区選挙管理委員会　☎731-4341（内206～208）　FAX 731-9503

狂犬病予防注射のお知らせ　 雨天決行・荒天中止の場合あり

須磨歴史ウォーク　 無料・申込不要（※須磨離宮公園の入園料は別途必要）

福祉乗車証（磁気カード）交換のお知らせ

だいち小学校・太田中学校の校区が変わります

神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙【4月7日（日）】

お知らせ ●日 日時　●所 場所　●対 対象　●内 内容
●¥  参加料・受講料　●申 申し込み　●問 問い合わせ
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