
募 集
認知症サポーター養成研修  先着50人

●日 7月30日（火）14：30〜16：00
●所 区役所4階多目的会議室
●申 FAXで●問 へ。
●問 神戸市社会福祉協議会
　 ☎200-4013　FAX271-5366

短期ジュニアダンス教室
●日 10月21・28日、11月18・25日、12月9日 
　 （月）17：25〜18：10
●所 体育室　●対 小学4年生〜中学3年生
●¥  3,350円
●申 直接来館か郵送で●問 へ。7月2日（火）〜28 
　 日（日）必着
●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX734-5512
　 〒654-0035　中島町1-2-2

南須磨公民館より
A．作ってみよう川柳～575を楽しもう
　 無料・先着10人
●日 8月6日（火）10：00〜12：00
●対 小中学生
B.親子で空手道 無料・先着5組10人
●日 7月30日（火）、31日（水）18：00〜20：00
●対 小中学生とその保護者
●申 A、Bともに電話か直接来館で●問 へ。7月10

日（水）から受付。
●所 ●問 南須磨公民館
　 ☎735-2770　FAX735-2782　青葉町2-2-3

科学の実験ショー 無料・定員280人

●日 8月4日（日）開場13：00 開演13：30
●対 4歳〜小学校低学年の児童とその保護者
●申 直接来館か電話で●問 へ。先着順
●所 ●問 区民センター　☎735-7641　中島町1-2-3

催 し  無料・申込不要

西市民病院「糖尿病教室」 定員約50人

●日 7月12日（金）14：00〜15：30
●所 ●問 西市民病院　
　 ☎576-5251　FAX576-5358

サマーコンサート 定員250人

●日 7月21日（日）開場13：00 開演13：30
●所 ●問 区民センター　☎735-7641　中島町1-2-3

須磨図書館7月のおはなし会
●日 7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
●所 ●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 7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
神戸市都市空間向上計画（素案）
説明会・相談会を開催します 無料・申込不要
●説明会

日　時 場　所

7/14（日）10：00〜 神戸市勤労会館
403・404号室

7/16（火）18：30〜 新長田勤労市民センター別
館 ピフレホール 会議室A

●相談会
日　時 場　所

7/22（月）
14：00〜17：00 須磨区役所4階403会議室

7/29（月）
9：30〜11：30 北須磨支所5階501会議室

7/31（水）
9：30〜11：30 須磨区役所4階403会議室

7/31（水）
14：00〜17：00 北須磨支所5階501会議室

※他区で開催の説明会・相談会へも参加可能です
詳しくは、都市空間向上計画 検索

●問 市イベント案内・申込センター　☎333-3372

社会を明るくする運動 啓発キャンペーン
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更
正について理解を深め、力を合わせて犯罪や
非行のない地域社会を築くため、日本全国で
行われる運動です。
●日 7月1日（月）17：30〜18：30
●所 須磨パティオ買物広場（地下鉄名谷駅前）
　 ※開催の有無は、当日12：30以降に●問 まで
●問 市イベント案内・申込センター
　 ☎333-3372

須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 7月7・21・28日（日）9：00〜19：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 7月8・22・29日（月）19：00〜21：00
●対 中高生　●¥  150円
●申 A、Bともに直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512　中島町1-2-2

初心者のための小学生一輪車教室 抽選30人

●日 8月5日（月）〜7日（水）8：30〜10：00
●所 神戸総合運動公園補助競技場　●¥  2,000円
●申 往復はがきで●問 へ。7月19日（金）必着。
●問 神戸総合運動公園　管理センター
　 ☎795-5151　〒654-0163　須磨区緑台

県民ボランタリー活動助成エントリー受付
［受付期間］7月1日（月）〜8月30日（金）
●対 要件を満たすボランティアグループ（詳細は

●問へ） ※助成には今回のエントリーが必要です
●¥  エントリー数により決定
●申 ●問 須磨区ボランティアセンター
　 ☎731-8922　FAX733-2533

善意銀行 5月分・順不同・敬称略

【金銭】福井 和子、波多野 京子、（株）mi-Kitty
ミキティ訪問介護事業所、匿名2名
ありがとうございました

　「ワケトンリーダー」は、地域のごみ減量推進リーダーとして、各種の活動を行います。
日時  7月27日（土）10：00〜11：30　 場所  環境局須磨事業所（小寺町2-5-16）
申し込み  7月12日（金）までに電話かFAXで受講者の住所・氏名・年齢・電話番号（携

帯可）を 問  へ
問  環境局須磨事業所「ワケトンリーダー」係　☎731-2041　FAX731-2043

今回は｢須磨海浜水族園｣をご紹介し
ます。スマスイは生き物と触れ合え
たり遊園地でも遊べたりと魅力が
たっぷり！7月12日（金）までの期間
限定で可愛い｢雨季雨季スペシャル
スイーツ｣が販売されてるんです。夏
は夜まで開園して、イルカショーを
素敵な光の演出で楽しめます。お子
様から大人の方まで満喫できるスマ
スイ、ぜひ遊びに来てくださいね♪

A. 水泳競技〈中学・高校の部〉
日時  8月5日（月）9：00〜　 場所  須磨翔風高等学校プール
対象  区内在学の中学・高校生

B. 水泳競技〈一般の部※書類選考〉
対象  区内在住・在勤の人　 申し込み  詳しくは 問 へ

C. 剣道競技
日時  8月18日（日）9：00〜　 場所  総合運動公園 サブアリーナ
資格  小学5年生以上の区内在住・在勤・在学・道場在籍の人
申し込み  7月1日（月）〜下記で配布する要項・申込書を参照。7月26日（金）締め切り
配布  区まちづくり課、支所市民課

問  区体育協会（区まちづくり課内）　☎731-4341（内251）　FAX 732-0728

市総体須磨区予選会参加者募集

ワケトンリーダー養成講座 参加者募集

須 磨海浜水族園Vol .1

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7月

2019（令和元年）
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イルカと一緒に記念撮影

　須磨で、普段は経験することのできない夏休みの思い出を作りませんか？
　須磨の海を知り、身近に感じることで須磨のまちをより好きになってもらえるよう、
四季を通じた自然体験学習を開催しています。
　普段は入ることのできない夜の水族園を探検しながら生き物の生態系を学んだ後は、エ
イやサメが泳ぐ大水槽の前にマットを敷いて、子どもたちだけのお泊り会を開催します！ 

日時  8月24日(土)20：00集合〜8月25日(日)9：00解散
　　  ※夕食・お風呂はすませて集合してください ※翌朝は軽食を準備します
募集人数  小学4〜6年生 30名
応募条件  下記の要件をすべて満たす人

◦保護者の方が須磨海浜水族園までの送迎・緊急時対応が可能であること
◦一人でお泊りが出来ること
※集合・解散場所へは必ず保護者の方がお越しください

申込  往復はがきに必要事項（保護者連絡先「住所、電話、E-mail」、参加者である子ど
もの氏名・学年・年齢）を記入の上、問  へ。7月25日(木)必着

　　   ※応募者多数の場合は抽選、当落結果については７月下旬に発送予定
　　   ※兄弟で複数人申し込みをする場合は、１枚の応募はがきに記載ください
持ち物  簡易寝袋やブランケットなどの寝具、洗面道具、着替え、水筒、その他ご自身

　　　  で必要なもの
その他  集合場所、イベントの詳細、連絡事項等は当選者に別途連絡いたします。
問  須磨海浜水族園「スマスイでお泊り探検！」係

　　 〒654-0049　須磨区若宮町1-3-5　☎731-7301　FAX733-6333

子どもを育むスマハマプロジェクト 第2弾
スマスイでお泊り探検！　 無料・要事前申込


