
募 集
須磨区文化センターより
Ａ.第15回須磨区民寄席
●日 5月9日（日）14：00開演（13：30開場）
●所 須磨区文化センター　4階大ホール
●対 一般
●内 “噺のヒーローは子ども達”

桂 梅團治・露の都 林家 竹丸・笑福亭 生寿
●¥ 一般（当日1,800円　前売1,500円）

友の会・受講生1,300円
●申 直接来館か電話で●問 へ。

随時受け付け・定員になり次第締め切り
Ｂ.夏講座（7月〜9月）受講生募集
●所 須磨区文化センター　●対 一般
●内 須磨区文化センター夏講座
●¥ 詳細はパンフレットおよびホームページに掲載
●申 直接来館か電話で●問 へ連絡していただく

か、Webで申し込み。
5月16日（日）から5月31日（月）まで
申込多数の場合抽選

Ｃ.特別講座　たのしい写経教室
●日 6月23日（水）18：00～20：00
●所 須磨区文化センター　4階大ホール
●対 一般
●内 漫才師の笑い飯 哲夫さんと一緒に般若心

経の写経をしませんか？
●¥ 3,300円（税込）※写経用紙付
●申 直接来館　5月26日（水）募集締め切り

●問 須磨区文化センター
☎735-7641　FAX735-7644
須磨区文化センター 検索

北須磨文化センターより
Ａ.ロビーコンサート  無 料

●日 5月11日（火）12：00～12：30
●申 不要
Ｂ.ガーデニング講座  定員15名

●日 5月21日（金）10：00～12：00
●¥ 1,000円
C.時事講話  定員45名

●日 5月24日（月）13：00～14：30
●¥ 300円
Ｄ.世界の国めぐり  定員45名

●日 5月28日（金）10：30～12：00 
●¥ 300円

Ｂ、Ｃ、Ｄについて
●申 電話かFAXで●問 へ。随時受け付け・定員に

なり次第締め切り
●問 北須磨文化センター

☎791-0840　FAX792-0700

須磨体育館より
親子でJUMP！トランポリン②
●日 7月10日（土）、8月14日（土）、　　　　　

9月11日（土）9：45～11：45
●対 3歳～小学6年とその保護者
●¥ 参加人数による
●申 5月11日（火）より直接来館かはがきで●問 へ。

6月6日（日）必着
スポーツ安全講習会市民救命士講習

「普通救命コース」  無料・定員20名

●日 6月6日（日）13：30～16：30
●対 一般
●申 5月4日（火）～5月30日（日）に直接来館か
電話で●問 へ。
●問 須磨体育館　中島町1-2-2

☎734-5588　FAX734-5512

催 し
西市民病院「糖尿病教室」
●日 5月14日（金）14：00～14：30
●所 ●問 西市民病院　☎576-5251　FAX576-5358

須磨図書館　5月のおはなし会
●日 5月7日（金）、15日（土）11：00～11：15

5月8日（土）14：00～14：30、14：30～15：00
●所 ●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

新型コロナウイルスの影響により、本紙掲
載のイベント等について、延期・中止・内容が
変更となる可能性があります。最新の開催
状況は、各問い合わせ先にご確認ください。

そ の 他
須磨体育館の卓球個人利用
●日 5月2日、9日、16日、23日、30日（日）　　

9：00～19：00
5月3日（月、祝）～5日（水、祝）
9：00～17：00

●¥ 大人200円　高校生以下150円
●申  直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館　中島町1-2-2

☎734-5588　FAX734-5512

善意銀行に預託されました
（3月分・順不同・敬称略）
＜金銭＞すままちづくり協議会、　　　　　

あんしんすこやかルームひだまり、
区社協窓口募金箱、福井和子、　匿名　2名

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

5
MAY.2021

　優良クリーンステーション
とは、地域の皆さんが分別ルー
ルや排出マナーの向上に取り組
んだことにより、美しく保たれ
ているクリーンステーションを
顕彰する制度です。今年度は60
箇所選定しました。また、地域で
の取組みが熱心で今後の成果
が期待される取組み推進ステー
ションも5箇所選定しました。
　地域の皆さんの取り組みに
感謝いたします。今後ともごみ
の減量化、資源化にご協力をお
願いします。
問  環境局須磨事業所

☎731-2041
FAX731-2043

令和 2年度
優良クリーンステーションが決定しました

所在地 ステーション№ 所在地 ステーション№ 所在地 ステーション№
一ノ谷町 01-202 大手町5 49-504 横尾5 68-541
須磨浦通3 02-301 大手町6 49-602 横尾7 68-740
須磨浦通6 02-605★ 大手町6 49-603 神の谷2 74-240
須磨浦通6 02-641★ 飛松町1 50-101 神の谷2 74-241
須磨寺町4 07-440 前池町2 51-202 神の谷4 74-440
須磨天神町 09-241 前池町5 51-501 神の谷4 74-441
行幸町1 12-141★ 板宿町2 52-201 北落合4 75-416
行幸町3 12-340 菊池町1 53-101 白川台1 76-140
松風町5 18-601 禅昌寺町1 60-115 白川台1 76-141
外浜町3 24-301 禅昌寺町1 60-121 白川台1 76-142
堀池町1 33-101★ 菅の台1 66-141 白川台2 76-201
若木町1 34-140 菅の台3 66-340 白川台2 76-206
大池町5 40-549 菅の台5 66-540 白川台2 76-209
常盤町3 41-302 菅の台7 66-740 白川台4 76-440
常盤町4 41-401 竜が台5 67-501★ 緑が丘1 78-108
寺田町1 43-140 竜が台5 67-502 緑が丘1 78-140
大田町8 44-840 竜が台5 67-540 緑が丘2 78-204
大手町1 49-103 竜が台7 67-740 東白川台3 82-340
大手町2 49-240 竜が台7 67-741 東白川台3 82-341
大手町4 49-402 横尾2 68-240 東白川台3 82-342
大手町4 49-440 横尾3 68-342 東白川台4 82-442
大手町5 49-502 横尾5 68-540

※朱書きは新規選定のステーション　★取組み推進ステーション

　神戸市では、子どもや女性に対する犯罪防止を主たる目的として小学校通学路や
主要駅周辺に防犯カメラを設置します。設置に先立ち、設置場所(案)を市ホームペー
ジで公開します。
神戸市　防犯カメラ直営設置 検索

資料は区役所まちづくり課でも閲覧できます。ご意見等が
あれば 問  までお寄せください。
期間  令和3年5月10日(月)～31日(月)
対象  区内在住、在勤、在学の方
問  市危機管理室　☎322-6238　FAX322-6031

Email：kikikanri3_info@office.city.kobe.lg.jp

防犯カメラ直営設置のお知らせ                           

　区役所では、地域内のクリーン作戦を支援しています。強化月間のうち、皆さまで
決めた1日をクリーン作戦の日とし、道路・公園などの清掃をお願いします。
代表の人に、軍手・指定ごみ袋・土のう袋を必要数配布します。

申し込み  資材受取希望日の3日前までに、必ず下記の①または②にて
お申し込みください。
① 下記の市事業・イベント案内センターにて電話申し込み
② 市イベント申込ポータルサイトにてウェブ申し込み　　 

　※②ウェブ申し込みの場合は右のQRコードへアクセスください

なお、ごみ袋が10袋以上になる場合、または燃えないごみ袋・土のう袋がある場合は、
処理依頼書を実施日の2週間前までにFAXで環境局須磨事業所（FAX 731-2043）へ
お送りください。
※ごみは原則土･日曜に収集しますのでクリーン作戦実施当日に伺えない場合があります
※クリーン作戦実施要領および様式等は下記ホームページでダウンロードできます
須磨区　区民一斉クリーン作戦 検索

クリーン作戦の実施にあたっては、手洗いやマスク着用、身体的距離の確保、3密の回
避などの感染予防対策を徹底してください。
問  市事業・イベント案内センター　☎333-3372　FAX333-3314

5・6月は強化月間
区民一斉クリーン作戦にご参加ください

　須磨海岸でその日獲れたお魚を、触ったり観察したり出来るタッチプールで、須磨
海浜水族園の飼育員によるお魚の解説を行います。生きているお魚を間近で見なが
ら解説を聞ける珍しい機会なので、ぜひご参加ください。
日時  5月16日（日）、22日（土）　両日13：00～1時間程度
場所  須磨海岸（JR須磨駅前）　 料金  無料　 申し込み  不要
問  区まちづくり課　☎731-4341（内215）　FAX732-0728

また、4月24日（土）から6月6日（日）まで潮干狩り「SUMA BEACH潮干狩り2021（主
催：すまうら水産）」を須磨海岸で開催します。
料金  大人（中学生以上）1,600円　小人（3歳～小学生）800円　　　　　

詳細は右記のQRコード
問  すまうら水産　☎731-5001　FAX742-8142

子どもを育むスマハマプロジェクト
「タッチプールでお魚解説」
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