
募 集
短期トランポリンA・B
●日 4月1日（水）～5日（日）
　 （A）9：30～10：30　（B）10：40～11：40
●対 年中～小学6年生　●¥  3,350円
●申 直接来館か郵送で●問 へ。1月28日（火）～ 

2月23日（日・祝）必着
●問 須磨体育館  ☎734-5588  FAX 734-5512
　 〒654-0035　中島町1-2-2

第14回須磨区民グラウンド・ゴルフ大会
先着192人
●日 3月7日（土）9：30～12：00（受付は9：00～）
●所 神戸総合運動公園　球技場
●対 区内に在住・在勤・在学の小学3年生以上の人
●内 個人戦2ラウンド16ホール　●¥  600円
●申 ①市イベント案内・ 申込セン

ターにて電話申込●問 へ②須磨
区体育協会（区まちづくり課内）
へ申込書を記入し提出。申込書
は区まちづくり課・支所市民課で配布③市
イベントポータルサイトから入力 ※2月
20日（木）〆切（必着）。

●問 市イベント案内・申込センター  ☎333-3372

須磨区民センターより
A.ダンボールアート 無料・定員各35人
巨大絵本＆ダンボール恐竜を作ろう♪
●日 2月16日（日）3部入替制
　 ①13：00 ②14：15③15：30
●対 5歳～小学生まで
●申 直接来館で●問 へ。
　 ※申し込み受付を行いチケットを配布

B.第3回須磨シネマ 定員各回200人
「グレイテスト・ショーマン」の上映
●日 2月23日（日・祝）
　 ①午前の部　開場9：30　開演10：00
　 ②午後の部　開場13：00　開演13:30
●¥  前売（一般800円、友の会・講座受講生700円）
　 当日（一律1,000円）
●申 直接来館か電話で●問 へ。随時受付
●所 区民センター4階大ホール
●問 区民センター　☎735-7641　FAX 735-7644

北須磨文化センターより
A.フリーマーケット 無料

●日 3月7日（土）10：00～15：00
B.春季講座募集
●申 直接来館か電話・FAXで●問 へ。3月3日（火）必着
●所 ●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　FAX 792-0700

催 し  無料・申込不要

ウインターコンサート 定員200人

●日 2月9日（日）　13：00開場　13：30開演
●所 区民センター4階大ホール
●内 須磨区音楽協会コンサート（女声合唱、混

声合唱、ピアノ、フルート）
●問 区民センター
　 ☎735-7641  FAX 735-7644

板宿が募金百貨店！
ふだんのくらしでしあわせに
売上の一部が赤い羽根共同募金になる催しです
①VIVA板宿夜マルシェ
●日 2月26日（水）17：00～21：00
●所 フィットネス＆スパVIVA板宿
②板宿界隈の参加店舗での寄付つき商品販売
●日 2月27日（木）～3月4日（水）
●問 区社会福祉協議会
　 ☎731-4341(内314)　FAX 733-2533

「糖尿病教室」
●日 2月14日（金）14：00～15：30
●所 ●問 西市民病院
　 ☎576-5251　FAX 576-5358

須磨図書館2月のおはなし会
●日 2月7日（金）・15日（土）11：00～11：15
　 8日（土）14：00～14：30、14：30～15：00
　 22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 2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
人権擁護委員の表彰について
多年にわたり人権の擁護と人権思想の普及高
揚に貢献された功績が讃えられ、奥村仁子さ
ん、松尾誠治さんが法務大臣表彰を受賞され
ました。おめでとうございます。
●問 保健福祉局人権推進課　☎322-5234

須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 2月2・9・16日（日）9：00～19：00
　 11日（火・祝）・24日（月・休）9：00～17：00
　 23日（日・祝）11：00～19：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 2月10・17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 12月分・順不同・敬称略

【金銭】真石 博之、須磨区佛教会、北須磨ふれ
あいのまちづくり協議会、平木 徹、福井 和子

（東落合）、匿名1名
【物品】ヤナセ労働組合
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2月

2020（令和2年）
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青少年を地域で讃える賞

　区民がつくり、区民が楽しむ、神戸まつりのステー
ジを一緒に盛り上げましょう！
日時  5月16日（土）14：00～19：00（予定）
場所  須磨離宮公園 特設ステージ
申し込み  2月上旬より区役所・支所などで配布する

出演団体募集チラシを参照の上、応募用紙に記
入し、演目の内容がわかる音源や映像、写真な
どを必ず添えて、郵送か持参で 問  へ。3月6日（金）消印有効

　　   ※応募用紙は区ホームページからもダウンロードできます
問  神戸まつり須磨区協賛会事務局（区まちづくり課内）

　   〒654-8570（住所不要）　☎731-4341（内252）　FAX 732-0728

〈スポーツ部門〉  若草ジュニア子ども会 若草ジュニア、東落合中学校 サッカー部、白川
台中学校 男子ソフトテニス部、西落合中学校 女子ソフトテニス部、須磨翔風高等学校 レ
スリング部、須磨翔風高等学校 野球部、高橋 紅葉（太田中学校）、近藤 愁也（太田中学校）、
瀧本 樹香（高倉中学校）、北住 隼士（高倉中学校）、山城 翔大朗（高倉中学校）、福﨑 彩花

（高倉中学校）、本城 羽琉（高倉中学校）、石山 翔吾（友が丘中学校）、今泉 杏月（友が丘中学
校）、川上 望琴（友が丘中学校）、三浦 さくら（友が丘中学校）、卯野 諒成（東落合中学校）、
三木 康大・髙井 涼平（東落合中学校）、中川 裕貴（白川台中学校）、長島 佳暖（西落合中学
校）、佐々木 ひなた・大西 真央（西落合中学校）、西田 現咲・真部 誓（西落合中学校）、森山 
将人・田中 優希（西落合中学校）、中島 一喜（竜が台中学校）、多田 悠斗（須磨翔風高等学
校）、宮脇 淳（須磨翔風高等学校）、大越智 和都（須磨翔風高等学校）

　区内で活躍する青少年に贈られる令和元年度「第20回青少年を地域で讃える賞」
の受賞者が決定しました。おめでとうございます。（順不同、敬称略）

〈社会部門〉  太田中学校 吹奏楽部、高倉中学校 一絃琴部、東落合中学校 吹奏楽部、酒見 
伊吹（横尾中学校）、平本 雅騎（横尾中学校）

〈文化部門〉  神戸星城高等学校 音楽部、山上 愛由里（友が丘中学校）、津守 聡太朗（友が丘
中学校）、横田 大和（友が丘中学校）、橘川 佳乃（友が丘中学校）、雨宮 諒子（友が丘中学校）、
藤本 萌夏（北須磨高等学校）、岡本 大輝（神戸星城高等学校）、井勝 玲奈（神戸星城高等学校）

　申告書作成会場は新長田合同庁舎２階です。税務署には申告書作成会場は開設いた
しません。

開設期間 相談受
付時間 相談内容等 開設場所

2月12日（水）～
14日（金）

9：30～
15：00

税理士による所得税・個人事業者の
消費税の申告書作成会場です。 新長田合同庁舎2階

長田区二葉町5-1-32
※ JR新長田駅から南へ
　徒歩約10分

2月17日(月)～3月
16日（月）、2月24日 

（月・休）、3月1日（日）

9：00～
16：00

所得税・贈与税・個人事業者の消費
税の申告書作成会場です。

① 2月24日(月・休)及び3月1日(日)以外の土・日は開設しておりません。
② 会場の混雑状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。
③ 会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
④ 作成済みの申告書等の受付は会場開設前でも税務署内の窓口で行っています。
⑤ 2月12日（水）～14日（金）の間は、土地・株式等の譲渡所得及び贈与税の申告相談 
　 は行っておりません。
●ご自宅等で申告書を作成される場合には、国税庁ホームページの「申告書作成 
　コーナー」をご利用ください。なお、電子申告がオススメです。 確定申告 検索

問  須磨税務署　☎731-4333（代）（自動音声によりご案内しています。）

須磨税務署からのお知らせ

第50回神戸まつり 「須磨音楽の森」
ステージ出演団体の募集 定員数組（選考あり）

確定申告相談会場にて
マイナンバーカードの申請受付を行います

日時  2月12日（水）～14日（金）9：30～15：00
　　  2月17日（月）～3月16日（月）の平日、
　　  および2月24日（月・休）、3月1日（日）9：00～16：00
場所  新長田合同庁舎２階

※申請に必要な顔写真の撮影も無料で行います。
※申請書にマイナンバーを記入する欄がありますので、通知カードやマイナ

ンバー入りの住民票をお持ちいただくと、スムーズに手続きができます。
※カードは約2カ月後、区役所・支所（住所により管轄が分かれておりま

す）で、お渡しいたします。
問  市総合コールセンター　☎333-3330　FAX 333-3314


