
募 集
バルーンアートボランティア講座
無料・定員30人
活動のキッカケづくりにバルーンアートを
学んでみませんか？
●日 9月9日（月）10：00～12：00
●所 区役所2階201室会議室
●申 定員になり次第締切。電話にてお問い合わ

せください。
●問 須磨区ボランティアセンター
　 ☎731-8922　FAX733-2533

南須磨公民館より
A．フォークダンスを楽しもう！ 無料・定員10人

●日 10月4日（金）10：00～12：00
B.須磨自然探訪（須磨離宮公園） 定員20人

●日 10月21日（月）（予備日10月28日（月））
　 13：30～15：30 ※入園料別途必要

●申 A、Bともに9月25日（水）締め切り。直接来
館か往復はがきで●問 へ

●問 南須磨公民館
　 ☎735-2770　FAX735-2782
　 〒654-0038　青葉町2-2-3

北須磨文化センターより 定員30人

A．源氏物語「蓮生の巻を読み楽しむ」
●日 10月5日（土）10：30～12：00　●¥  500円
B．金融講座「相続・贈与について」 無料

●日 10月9日（水）13：00～14：30
C．平家物語「平家の都落ち」
●日 10月19日、11月16日、12月14日（土）

10：30～12：00
●¥  1,500円（3回通し料金）
D．世界の国めぐり
●日 10月25日（金）10：30～12：00　●¥  200円
E．時事講話「最近の世界・日本は」
●日 10月28日（月）10：30～12：00　●¥  200円
●申 いずれも9月8日（日）より直接来館か電

話・FAXで●問 へ。
●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX792-0700

体育の日イベント 無料

A．おはなしの会＆キンボール体験 定員15組

●日 10月14日（月・祝）9：30～11：30
●対 年中年長児とその保護者
B．バトミントン無料開放
●日 10月14日（月・祝）13：00～17：00　●対 一般
C．卓球無料開放
●日 10月14日（月・祝）9：00～15：00
●対 一般・中高生
●申 A、Bともに9月10日（火）～10月6日（日）
●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX734-5512

催 し  無料・申込不要

第39回おいでやすカーニバル
●日 9月23日（月・祝）10：00～14：00
　 ※雨天決行・手話通訳あり
●所 神戸聖隷福祉事業団（友が丘1-1）
●内 バザー・模擬店・ゲーム・ステージなど障害

者施設・事業所と地域の交流
●問 神戸聖生園　☎791-2001

西市民病院「糖尿病教室」
●日 9月13日（金）14：00～15：30
●問 ●所 西市民病院
　 ☎576-5251　FAX576-5358

須磨区民センターより
A．室内楽コンサート 定員200人

須磨フィルハーモニー管弦楽団コンサート
●日 9月15日（日）開場13：30、開演14：00
●所 区民センター4階　大ホール
B．秋の生け花展
区民センター「生け花」講座受講生による生
け花展
●日 9月18日（木）・19日（金）
●所 区民センター1階ロビー
C．母親コーラスのつどい 定員200人

須磨区母親コーラスグループによるコン
サート
●日 9月26日（木）開場9：30、開演10：00
●所 区民センター4階　大ホール
D．神戸女子大学管弦楽団コンサート
定員200人

●日 9月29日（日）開場13：30、開演14：00
●所 区民センター4階　大ホール
●問 須磨区民センター
　 ☎735-7641　FAX735-7644　中島町1-2-3

須磨図書館9月のおはなし会
●日 9月6日（金）・21日（土）11：00～11：15、
　 9月14日（土）14：00～14：30、14：30～15：00
　 9月28日（土）11：00～11：30
●所 ●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

区こども会連合会
「大好きなお年寄りを描こう」絵画展

9月の敬老月間にちなんで、区内の子どもた
ちが描いた大好きなおじいちゃん、おばあ
ちゃんの絵を展示します。
●日 9月22日（日）～27日（金）10：00～16：00 

※22日（日）は13：00～、27日（金）は14：00まで 
※22日（日）14：00～入賞作品表彰式

●所 須磨区民センター2階　ギャラリー「コス
モール」

●問 区まちづくり課
　 ☎731-4341（内254）　FAX732-0728

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 9月26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 9月1・8・15・22・29日（日）9：00～19：00
　 9月16・23日（月・祝）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 9月9・30日（月）19：00～21：00
●対 中高生　●¥  150円
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行 7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、㈲ビューティサロ
ン キミ・ロイヤル板宿店、匿名1人
ありがとうございました

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9月
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須磨救急フェア2019

青少年を地域で讃える賞

須磨海岸クリーン作戦

「輝け☆須磨オヤジ塾」参加者募集！ 先着20名

　9月9日は「救急の日」　みなさんは、ご存知でしたか？
　毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間として全国で、みなさんに救急の事を
知ってもらおうと、イベント等を通じて広報しています。神戸市内では、各区でイ
ベントを行っており、須磨消防署は今年も須磨海浜水族園で救急イベントを実施し 
ますので、ぜひ会場までお越しください。
日時  9月7日（土）10：50～15：00　 場所  須磨海浜水族園
料金  イベント参加料は無料　※水族園入園料は必要
内容  1日救急隊長任命式、放水体験、車両展示、制服試着体験、地震体験、救急イベン

　　  トショー、ゲーム等
問  須磨消防署　☎735-0119　FAX734-4119

　社会・スポーツ・文化などの分野で活躍する区内の青少年（おおむね25歳まで）を
地域の誇りとして讃えることで、青少年の健全育成に役立てることを目的としてい
ます。この賞に該当する青少年を地域の皆さんで推薦してください。
受付  10月15日（火）必着で、区まちづくり課、支所市民課で配布中の推薦用紙に記入 

　　   し、持参または郵送で 問  へ
問  区まちづくり課　☎731-4341（内252）　FAX732-0728

　須磨海岸で、地曳網体験をしてみませんか。親子で楽しめるイベントです。みんなで力をあわ
せて採った魚について、須磨海浜水族園の職員が詳しく解説をします。ぜひご参加ください。
日時  10月27日（日）10：00～12：00
募集人数  小学生以上のお子さんと保護者合わせて200名

　　  （必ず保護者の方と一緒にご応募、ご参加ください）
場所  須磨海岸
申し込み  往復はがきに必要事項①代表者の連絡先（住所・電話番号）②参加者全員の

　　  氏名(ふりがな)・年齢③参加人数を記入の上、9月30日（月）までに 問 へ。
　　  ※応募者多数の場合は抽選、当落結果については10月上旬頃に発送予定。
　　  ※集合場所等、詳細については当選者に別途ご連絡いたします。
問  スマスイ「親子で地曳網体験」係

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

　須磨海岸をごみのない美しい海浜にすることを目指し、クリーン作戦を実施いた
します。ぜひ、ご参加ください。
日時  9月22日（日・祝）9：30～10：15
集合場所  須磨海岸中央広場（「シーパル須磨」西約250m、「JR須磨駅」東約500m）
◦ 軍手、ビニール袋は主催者側で用意します（雨天時は雨具の用意をお勧めします）
◦ 水筒等を持参し環境への負担を減らす「マイボトル・マイカップキャンペーン」を実施しています
◦ 開催の有無は、8：00以降に区ホームページか市イベント案内・申込センター音声案内
　（☎333-3372）でご確認ください
◦ 環境問題について、子どもから大人まで楽しく深く学べるイベント同日開催
問  市イベント案内・申込センター　☎333-3372

　定年退職を迎え（控え）た男性を対象に「輝け☆オヤジ塾」を開催します。全10回の講義
を通して一緒に地域活動ができる仲間をつくり、新たな生きがいづくりを目指します。
日時  11月～2月の第1～3木曜　10：00～12：00（全10回）

　　  ※1月は第2～4木曜。一部変更になる可能性があります。
対象  概ね60歳以上の男性　 料金  5,000円（全10回分）
申し込み  市イベント案内・申込センター　☎333-3372　※詳細は、区ホームページをご覧ください。

子どもを育むスマハマプロジェクト 第3弾
親子で地曳網体験 無料・要申込


