
募 集
須磨区民センターより
A．第10回須磨区民寄席 定員250人
～令和の新星達～
桂 梅團治・桂 雀太・笑福亭 喬介・桂 咲之輔・
桂 三語
●日 9月8日（日）14：00開演（13：30開場）
●所 4階大ホール　●対 一般
●¥  一般1,800円（前売り1,500円）友の会1,200円
●申 直接来館か電話で●問 へ
B.おいしいおうち薬膳料理 定員16人

●日 8月20日（火）10：30～13：00
●所 3階料理教室　●対 一般　●¥  2,200円
C.フラワーティアラ作り 定員10組

●日 8月25日（日）①13：00～14：30
　 ②15：00～16：30
●所 3階第4会議室　●対 親子　●¥  2,500円
●申 B、Cともに直接来館で●問 へ。先着順
●問 須磨区民センター
　 ☎735-7641　FAX735-7644

須磨体育館より
A．健康ヨガ 定員20人

●日 10月2・９・16・23・30日（水）9：30～10：30
●対 一般　●¥  3,950円
●申 直接来館か郵送で●問 へ。7月30日（火）～8月

25日（日）まで。必着
B.かんたんエアロビクス 無料・定員20人

●日 9月24日（火）9：30～10：30
●申 直接来館か電話で●問 へ。8月20日（火）～9月

15日（日）まで。先着順

●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512　中島町1-2-2

自由研究教室 各回定員親子10組

●日 8月11日（日・祝）10：00～11：30（低学年）、
　 13：30～15：00（高学年）
●所 レストハウス2階貴賓室　●¥  100円
●申 電話で●問 へ。7月23日（火）9：00から
●問 須磨離宮公園　☎732-6688

第43回須磨区民バドミントン大会
●日 9月1日（日）9：00～
●所 神戸総合運動公園サブアリーナ
●対 区内在住・在学・在勤の方
●内 男女別ダブルスの1～3部クラス別リーグ

戦（1部 上級者、2部 中級者、3部 初心者）
●¥  一般2,000円（1組）、高校生以下1,000円（1組）
●申 ①電話で●問 へ②市イベント

申込ポータルサイト（https://
kobecity-official-event.jp/fo 
rm/607）でウェブ申込。詳細
は、7月下旬より区まちづくり課・支所市民
課で配布する募集要項をご確認ください。
募集要項は、須磨区ホームページにも掲載。
8月15日（木）締切

　 ※応募者多数の場合は、抽選
●問 市イベント案内・申込センター
　 ☎333-3372　FAX333-3314

催 し  無料

神戸総合運動公園パークDEビア
～星空のビアガーデン～
●日 8月5日(月)～11日（日）16：00～21：00
●所 駅前広場 ※荒天中止
●問 神戸総合運動公園管理センター
　 ☎795-5151　FAX792-3122

第１回すま未来研究会のお知らせ 要申込
地域の活性化につながる様々なテーマの講演
会を通じて、活性化のノウハウや手法を学ん
でいただく研究会です。どなたでも参加可能
ですので、お気軽にお申し込みください。
第1回講演会
[テーマ]情報発信（広告・ポスター等）
●日 8月19日（月）14：00～16：00
[講師]神戸市クリエイティブディレクター
　　    天宅 正氏
●所 区役所4階多目的会議室
●申 区ホームページまたは、電話で●問 へ
●問 区まちづくり課　☎731-4341（内214）

須磨図書館より
A.8月のおはなし会
●日 8月2日（金）11：00～11：15、
　10日（土）14：00～14：30、14：30～15：00、
　17日（土）11：00～11：15
　24日（土）11：00～11：30
●所 須磨図書館
B.絵本作家山本孝さんとワークショップ
定員40人

絵本作家の山本孝先生と一緒に、身近な材料
を使って絵本に出てくるようなアブナイ生
き物を作ります。
●日 8月17日（土）13：00～16：00
●所 区民センター3階第2会議室
●対 小学生
●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

発達の気になる小学生とその家族のため
の支援教室
神戸大学医学部保健学科は、須磨区自立支援
協議会との共催で、高田哲氏（神戸市総合療育
センター）らによる発達に関する講習会とそ
の間の託児（子どもプログラム）を行います。
●日 8月4日（日）10：00～13：00
●所 市立青陽須磨支援学校（市営地下鉄名谷駅

より徒歩5分）
●¥  無料※託児（子どもプログラム参加）料500円
●申 7月22日（月）までに神戸大学大学院保健

学研究科　FAX796-4523
●問 須磨区自立支援協議会事務局（すま障害者

地域生活支援センター）
　 ☎795-1453　FAX 795-1454

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 8月22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
A.卓球
●日 8月11・18・25日（日）9：00～19：00
　 12日（月・休）9：00～17：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 8月19・26日（月）19：00～21：00
●対 一般
●¥  200円
●申 A、Bともに直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行 6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1名
ありがとうございました

　地域提案型活動助成は、地域の課題解決や活性化のために須磨区内で行われる、初
動期の活動に対する助成金です。今年度は、高齢化対策や、須磨の自然・観光資源を活
用して須磨を活性化させる活動など、以下の12団体の活動を採択いたしました。

問  区まちづくり課　☎731-4341（内215）

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8月

2019（令和元年）

広告
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精霊送りのお知らせ
日時  8月15日（木）16:00～20:00
場所  ①下中島公園（須磨消防署前）　②名谷駅前広場
実施団体  ①須磨区自治会連合会　②須磨区連合婦人会

◦駐車場はありません。公共交通機関でお越しください
◦開催の有無は当日12:00から市イベント案内・申込センター（333-3372）で

お知らせします
◦酒類、缶詰などは持ち込まないでください。また、河川や海などでの精霊送り

はしないでください

問  市イベント案内・申込センター　☎333-3372　FAX 333-3314

①下中島公園会場 ②名谷駅前広場会場
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市営住宅の空き住戸を
子育て支援サービス活動拠点として
提供しています～地域の活性化に向けて～

　神戸市では、少子高齢化の進展等の課題に対応す
るため、地域の活性化につながる活動を行うNPO団
体等に市営住宅の空き住戸を提供し、子育て世帯の
みなさんが子育てしやすい住まい環境づくりを進め
ています。7月よりNPO法人「母と子のケアサポート
ふすあんまぁ」が竜が台住宅8号棟102号室を利用し
て、子育て支援サービスを提供しています。
日時  月曜・火曜・木曜・金曜　10：00～16：00

　　  （祝日に開催する場合有り）
内容  ニーズに応じた産前産後ケア（ベビーマッサージ、授乳・育児相談）、母子・高齢 

　　  者健康講座等を実施
料金  有料
問   NPO法人　母と子のケアサポートふすあんまぁ

　　〒654-0141　須磨区竜が台4-2市営竜が台住宅8号棟102号室
　　☎647-7658（月火木金10：00～16：00）　FAX647-7656
　　E-mail  contact@fusuanma.org
　　※詳細は、NPOのホームページをご覧ください。 ふすあんまぁ 検索

◦いたやどワイワイ食堂　◦多井畑ふれあいのまちづくり協議会　◦みなっち子ども
食堂　◦菅の台7丁目助けあいクラブ　◦特定非営利活動法人福祉ネットワーク西須磨
だんらん　◦こうべガーデンカフェ実行委員会　◦TEAMスマプラ！　◦Hale Suma
実行委員会　◦「神戸でみんなでアートしよう！！」実行委員会　◦UR落合団地楽しみ隊
◦すまっこ寺子屋　◦キラスマ実行委員会　（提案会発表順）

地域提案型活動助成の選考結果




