
募 集

第37回須磨区長杯区民ゴルフ大会
●日 5月11日（月）7：15から受付
●所 垂水ゴルフ倶楽部（潮見が丘2）
●対 区内在住・在勤の人
●¥  11,680円 ※70歳以上は10,980円（要証明書）
●申 電話で●問 へ。1人でも申し込み可
●問 垂水ゴルフ倶楽部
　 ☎707-8801　FAX 706-1888

スポーツ安全講習会市民救命士講習
「小児救命コース」 無料・定員20人

●日 6月7日（日）13：30〜16：30　●対 一般
●申 直接来館か電話で●問 へ
　 5月5日（火・祝）〜31日（日）まで。先着順
●問 須磨体育館　☎734-5588　FAX734-5512
　 中島町1-2-2

キッズイングリッシュ  無料・定員各20人

●日 5月23日、6月27日（土）
　 ①10：00〜10：45　②11：00〜11：45
●所 南須磨公民館　講座室
●対 ①小学1・2年生　②小学3・4年生
●内 歌やゲームを通して、英語表現を学ぼう！
●申 郵送か直接ハガキ持参で●問 へ
　 4月24日（金）締切
●問 南須磨公民館　☎735-2770　FAX 735-2782
　 〒654-0038　青葉町2-2-3

世界の国めぐり  定員30人

●日 5月22日（金）10：30〜12：00　●¥  200円
●申 直接来館か電話、FAXで●問 へ。4月8日

（水）から受け付け。先着順
●所 ●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

スプリングコンサート 定員200人

●日 4月19日（日）　開場13：00　開演13：30
●所 須磨区文化センター4階大ホール
●内 須磨区音楽協会コンサート
　（ピアノ、クラリネット、女声合唱、混声合唱）
●問 須磨区文化センター　☎735-7641

須磨図書館4月のおはなし会
●日 4月3日（金）、18日（土）11：00〜11：15、
　 11日（土）14：00〜14：30、14：30〜15：00、
　 25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 4月23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
須磨税務署からのお知らせ
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点
から、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個
人事業者の消費税の申告・納付期限が令和２
年４月16日（木）まで延長されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
●問 須磨税務署　☎731-4333（代）自動音声案内

民生委員・児童委員
担当区域変更のお知らせ
4月1日付で、担当区域が以下のとおり変更され
ました。ただし、変更は下線部のみ
●東須磨地区

吉
よしもと

本　泉
いずみ

［担当区域］若木町3丁目4〜7番、若木町4丁目、
東須磨字火ノ谷、奥山畑町、上細沢
町の一部

長
ながさき

﨑　季
き み こ

美子
［担当区域］若木町1丁目2・8〜11番、若木町 

3丁目（4〜7番を除く）、大手字 
稲荷尾、上細沢町の一部（稲荷尾
隣接地）

●問 区健康福祉課
　 ☎731-4341（内302・303）
　 FAX 735-8159

須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 4月5日（日）13：00〜19：00
　 12・19・26日（日）9：00~19：00
　 29日（水・祝）13：00〜17：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 4月13・20・27日（月）19：00〜21：00
●¥  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
　 中島町1-2-2

赤い羽根共同募金 お礼
赤い羽根･歳末たすけあい募金
運動へのご協力をありがとうご
ざいました。
今年度、総額6,422,142円（令和元
年12月31日時点）のご協力をいただきました。

ご協力いただいた募金と区社協善意銀行
を財源とし、地域の福祉活動への「こすも
スマイル助成（公募助成）」の募集を行い
ます。詳しくは区社協ホームページにてご
確認ください。

●問 須磨区共同募金委員会（区社会福祉協議会内）
 　☎731-4341（内313）

善意銀行 2月分・順不同・敬称略

【金銭】福井 和子（東落合）
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4月

2020（令和2年）
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　小学生以下に交付している福祉乗車証(磁気カード)の有効期限は4月30日（木）ま
でです。新乗車証へ忘れずに交換してください。
期間  4月1日（水）以降の8：45〜12：00、13：00〜17：30（土・日・祝日除く）
場所  区役所3階健康福祉課（北須磨支所管内の方　支所5階保健福祉課）

［必要なもの］①福祉乗車証（磁気カード）②印鑑③身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳、児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証 
※福祉乗車証（磁気カード）を紛失された方は4月30日（木）以降の交付になります

問  市総合コールセンター　☎333-3330　FAX 333-3314

狂犬病予防注射を受けましょう
　生後91日以上の飼い犬は、生涯一度の登録と毎年一回の狂犬病予防注射が義務
付けられています。飼い犬の体調に合わせて4～6月の間にお近くの動物病院で受
けるようにしてください。なお、須磨区内の今年度の集合注射はありません。

4月から犬猫関係の窓口が変わります
　犬の登録は神戸市獣医師会（☎862-1101）、犬猫の引き取りは動物管理センター 

（☎741-8111）、犬猫の相談は西部衛生監視事務所（☎579-2660）へお問い合わせ
ください。

問  西部衛生監視事務所　☎579-2660　FAX579-2662

　須磨区の魅力アップと須磨区への定住を促進するため、
須磨区役所に婚姻届を提出するカップルに、須磨離宮公園
のバラの花束を贈呈します。また、花で装飾した記念撮影
ブースを設置し、花束の贈呈時に写真撮影を実施できるよ
うにします。
日時  6月23日（火）・24日（水）・25日（木）

　　  ※9：00〜12：00もしくは13：00〜16：00までに来庁できる方
　　  ※区役所窓口時間外での対応はできません
対象  須磨区役所本区で婚姻届を提出する方（市外・区外在住者も対象）
申し込み  市イベントポータルサイトから入力。

　　　　  4月1日（水）9：00〜6月10日（水）21：00まで
　　　　 ※申込先着順。定員に達し次第、締め切ります。
　　　　　 詳しくは区ホームページをご覧ください
問  市事業・イベント案内センター　☎333-3372

福祉乗車証(磁気カード)交換のお知らせ

西部衛生監視事務所より

須磨区に婚姻届を提出して、
離宮公園のバラの花束でお祝いしませんか？　
先着15組※1日5組まで

　今年は、須磨町の神戸市編入100年を記念した、区役所庁舎の変遷をたどるコース
です。須磨をウォーキングしながら須磨の歴史的魅力を感じてみませんか。
日付  4月26日（日）、5月24日（日）
時間  9：30集合  12：00頃解散
コース  「須磨町、神戸市編入百周年ウォーク～庁舎跡巡り」

　須磨区役所〜中島町〜稲葉町〜天井川（市道中央幹線）〜月見山本町〜旧前田邸・須
磨警察署跡〜旧内田御殿跡〜ちもり坂〜JR須磨駅解散　約5km

　※2日間とも同じコースです。
集合場所  区役所　北側玄関前
問  須磨歴史倶楽部　☎090-4302-8985

　   区まちづくり課　☎731-4341（内214）
　   ※雨天中止。決行・中止情報は下記へ（当日朝8時より案内）
　   　市事業・イベント案内センター　☎333-3372

須磨歴史ウォーク　 無料・申込不要

「須磨浦普賢象」とは、「普賢象」というサトザクラから突然変異で
生まれた品種の桜で、1990年4月に須磨浦公園で発見されました。
花の色が黄色で、咲き終わりの時期になると中心部からピンク
色に変わるという特徴があります。
区内では、須磨浦公園や須磨離宮公園などで見ることができる
ほか、奥須磨公園や須磨寺公園でも新たに植栽を進めています。
また、区役所１階ギャラリーでは４月17日（金）まで、区内の桜のパネル展を開催し
ていますので、お越しの際はぜひご覧ください。

須磨ゆかりの桜、「須
ス マ ウ ラ フ ゲ ン ゾ ウ

磨浦普賢象」を知っていますか？

市イベント
ポータルサイト

広告


