
いきいき須磨いるウォーキング講演会
～ウェルネスウォーキングで健康長寿～

募 集
ジョン・フォード監督作品  定員200人

「黄色いリボン」「わが谷は緑なりき」上映会
●日 6月16日（日）12：30開演（12：00開場）
●所 須磨区民センター 4階大ホール　●対 一般
●¥  一般1,000円（前売り800円）友の会700円
●問 須磨区民センター
　 ☎735-7641　FAX 735-7644

父の日プレゼント！向日葵アレンジ  定員20組

●日 6月15日（土）11:15～12:15
●所 神戸総合運動公園
●対 小学生以上（小学生は保護者同伴）
●¥  1,500円
●問 神戸総合運動公園　管理センター
　 ☎795-5151　FAX 792-3122

スクールボランティア養成講座
無料・全3回
区内小・中学校等の学校生活を支援する活動です
●日 6月13日（木）・21日（金）13：30～16：00
※その他活動体験1日あり
●所 区役所2階201室会議室
●申 ●問 6月10日（月）までに須磨区ボランティ

アセンター
　 ☎731-8922　FAX 733-2533
　 Eメール volu-cen@suma-shakyo.or.jp

須磨体育館より
家族が熱い1週間イベント
A．親子バトミントン無料体験 定員15組
●日 8月4日（日）9：30～10：30
●対 小学1～6年生とその保護者（初心者に限る）
B.バトミントン無料開放
●日 8月4日（日）11：00～19：00
A、Bともに
●申 6月25日（火）より先着順
C.卓球無料開放
●日 8月4日（日）9：00～19：00
●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX 734-5512

北須磨文化センターより
A．100年人生に備える金融講座 無料・定員30人
●日 7月10日（水）13：00～14：30
B.ガーデニング講座「秋の花教室」 定員20人
●日 7月16日（火）10：00～12：00　●¥  800円
C.世界の国めぐり 定員30人
●日 7月26日（金）10：30～12：00　●¥  200円
A、B、Cともに
●申 6月8日（土）より直接来館か☎・FAX で●問へ
●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX 792-0700
　 中落合3-1-2

催 し  無料・申込不要

須磨図書館6月のおはなし会
●日 6月7日（金）・15日（土）11：00～11：15、
　 6月8日（土）14：00～14：30、14:30～15:00
　 6月22日（土）11：00～11：30
●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

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 6月27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 6月2・16・23日（日）9：00～19：00
　 6月9日（日）9：00～13：00・17：00～19：00
　 6月30日（日）17：00～19：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
バスケットボール
●日 6月10・17・24日（月）19：00～21：00
●対 一般
●¥  200円
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX 734-5512

善意銀行 4月分・順不同・敬称略

【金銭】神戸市立菅の台保育所、福井 和子、 
波多野 京子、匿名1人
ありがとうございました

ハチの対処方法
アシナガバチ・スズメバチは6
月ごろから働きバチが羽化し始めます。ハ
チの種類の見分け方やハチの巣の駆除方法
はハチ相談ダイヤル  0120-947-988 

（平日8：45～17：30）へご相談ください。

日時  6月24日（月）14：00～16：00（13：30～受付）
場所  須磨パティオ健康館3階　パティオホール
対象  区内在住で軽い運動が可能な人
内容  講話と実技（軽い運動）

　　  講師：神戸山手大学　現代社会学部観光学科 教授　西村典芳氏
持物  飲み物・筆記用具（動きやすい服装・靴でお越しください）
申込  6月10日（月）から☎で 問 へ
問  イベント案内・申込センター　☎333-3372

オール神戸っ娘の神戸発！アイ
ドルユニットKOBerrieS♪（コ
ウベリーズ）の須磨区出身メン
バーが須磨区の魅力を発信して
いきます。今回はメンバーをご紹
介します。次回以降お楽しみに！

　今年の12月に民生委員・児童委員の一斉改選があります。あなたも委員として活
躍してみませんか。

民生委員・児童委員とは
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱される、地域の身近な福祉ボラン
ティアです。地域住民のくらしの悩みなどを行政や専門機関につなぐほか、地域の
誰もが安心して生活できるように活動を行っています。
　現在、全国で約23万人、須磨区では約260人の委員が活動しています。

地域の頼れる存在
・  一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の見守り・安否確認
・  給食会や地域福祉行事への協力　　・  子育てサークル活動の支援

委員の声
　相談を受けた困りごとが改善・解決し「相談してよかった」や見守り訪問時に「待ってたん
ですよ。ありがとう。頼りにしています。」という言葉を聞いたときにやりがいを感じます。

問  区健康福祉課管理係　☎731-4341　FAX 735-8159
　   支所保健福祉課管理係　☎793-1313　FAX 795-1140

日時 内容
7月10日（水） 「子育て」ってしんどい
7月29日（月） 怒りのコントロール
8月19日（月） 気持ちを聴く
8月26日（月） 家族関係を考える（Ⅰ）
9月11日（水） 家族関係を考える（Ⅱ）
9月18日（水） 大切な私・大切な子ども
いずれも時間は10：00～11：30頃（受付9：45～）

　カウンセラーや仲間たちと子育ての
悩みを語りましょう。ひとりで悩まず
に、気軽にご参加ください。
場所  支所保健福祉課事業室（名谷駅

　　   ビル2階）　
対象  子育てにストレスや悩みを感じてい 

　　   る母親（原則6回とも参加できる人）
申込  7月1日（月）までに直接窓口か

　　  ☎で下記 問 へ※参加希望者多数の場合は、お断りすることがあります
問  支所保健福祉課　☎793-1414　FAX 795-1140

民生委員・児童委員の一斉改選

須磨区の魅力を発信していきます♪

すまっこママのふれあいグループ　全6回・定員8人程度

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6月
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広告

市民法律相談 定員20人・予約制
●日 毎週火曜（祝日休）12：00～15：30
●所 区役所4階403会議室
●申 相談希望日の前週水曜～当日●問 へ
　 （受付時間9：00～21：00、当日14：00まで）
●問 市総合コールセンター　☎333-3330

行政相談 申込不要
●日 毎月第3月曜（祝日休）13：00～15：00
●所 区役所4階403会議室と北須磨支所
●問 区まちづくり課　☎731-4341（内212）

心配ごと相談 申込不要
●日 毎月第1・3火曜（祝日休）13：00～14：30
●所 ●問 区役所3階　区社会福祉協議会
　　  ☎731-4341（内312）　FAX733-2533

子育て支援の相談
●問 区こども家庭支援室　☎731-8080
　 支所こども家庭支援室　☎793-8080

税務相談（税理士） 定員6人・予約制
●日 毎月第3水曜（祝日休）13：30～16：30
●所 区役所4階403会議室
●申 受付時間9：00～21：00、当日は11：00

まで
●問 市総合コールセンター　☎333-3330

成年後見制度の利用手続き相談室
●日 毎月第2火曜（祝日休）13：30～15：30
●所 ●問 区役所3階　区社会福祉協議会
　　  ☎731-4341（内313）　FAX733-2533

各 種 無 料 相 談
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左から、小形 優莉（ゆり）、岡野 春香（はるる）

　交通死亡事故発生!!　
4月13日（土）、大池町５の市道で、

バイクの単独による死亡事故が発生。 
また、4月27日（土）にも、横尾６の市道
で軽乗用車が原付バイクと衝突する 
死亡事故がありました。運転手の皆さん、
スピードは控えめにし、安全運転を心がけ
ましょう。




