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民生委員・児童委員委嘱のお知らせ
9月1日付欠員補充で、次の皆さんが民生委員・児童委員に委嘱されました。

地区民児協 氏名（敬称略） 担当区域

西須磨西部地区 飯
い い じ ま

島 小
さ ゆ り

百合 潮見台町 1・3・4 丁目

北須磨地区 小
こ さ か

坂 真
な お み

美
主任児童委員 

（地域における児童の健
全育成活動を担当）

問  区健康福祉課 ☎731-4341（内302・303）　FAX735-8159

募 集
北須磨文化センターより
A. ガーデニング講座  定員15名  
●日 9月17日（金） 10：00～12：00
●¥ 1,000円
B. 世界の国めぐり 定員45名  
●日 9月24日（金） 10：30～12：00 
●¥ 300円/1回
C. 時事講話  定員45名  
●日 9月27日（月） 13：00～14：30 
●¥ 300円/1回
A～Cについて
●申 電話かFAXで●問 へ。随時受付・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

第16回須磨区民寄席   定員150名

●日 9月20日（月・祝）14：00開演（13：30開場）
●所 須磨区文化センター 4階大ホール
●内 “家族のきずな”

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。随時受付・定員に

なり次第締め切り
●問 須磨区文化センター

☎735-7641　FAX735-7644

催 し 無料・申込不要

須磨図書館　9月のおはなし会
開館40周年イベント開催中！
●日 9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 

須磨区文化センターより
A.室内楽コンサート   定員150名

●日 9月12日（日）14：00開演（13：30開場）
※座席が埋まった場合、入場をお断りする

ことがあります
●所 須磨区文化センター 4階大ホール
●内 須磨フィルハーモニー管弦楽団コンサート
●対 一般
B.秋の生け花展 
●日 9月16日（木）夕方～17日（金）
●所 須磨区文化センター 1階ロビー
●内 「生け花」講座受講生による生け花展
A,Bについて
●問 須磨区文化センター
  ☎735-7641　FAX735-7644

秋のコンサート  定員150名

●日 9月26日（日） 13：30開演（13：00開場）
●所 3階 大会議室
●内 須磨区音楽協会会員による恒例の秋のコン

サート
●問 北須磨文化センター

☎791-0840　FAX792-0700

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30日（木）11：00～14：30
●所 区役所玄関前スペース
●問 区健康福祉課

西市民病院「糖尿病教室」 
●日 9月21日（火）配信予定
●所  YouTube配信での開催
●対 血糖値が高い人やその家族など
●問 西市民病院

☎576-5251 FAX576-5358
※YouTubeの配信について、

西市民病院HPの新着情報
「患者さん」でご確認ください。

そ の 他
須磨体育館の卓球個人利用
●日 9月5・12・19・26日（日）9：00～19：00

9月20日（月・祝）・23日（木・祝）
9：00～17：00

●¥ 一般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 
（6月分・順不同・敬称略）
＜金銭＞福井 和子、

㈱mi-kittyミキティ訪問介護事業所、
橋本 和代

＜物品＞匿名1名、明渡 道子、工藤 志織
（７月分・順不同・敬称略）
＜金銭＞匿名　2人
＜物品＞匿名　1人、原田 篤恵
ありがとうございました

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。

令和3年度須磨区地域文化資源保存活動
補助制度の募集を開始します

　地域コミュニティの活性化に寄与することを目的として、地域文化資源の補修、
修理、復旧、購入に要する経費を補助いたします。
募集期間  9月1日（水）～9月30日（木）
対象  地域住民で組織された団体又は須磨区に活動拠点がある市民活動団体
申し込み  申請書に必要事項記入、必要書類を添付のうえ、問 へ持参、郵送、メール

いずれかでお申し込みください。
募集案内、申請書類は区ホームページに掲載しています。

（区まちづくり課でも配布） 
補助金額  総事業費の2分の1以内（最大50万円まで）
問  区まちづくり課 地域支援担当（区役所4階）

☎731-4341　FAX732-0728

須磨消防署からのお知らせ 
9月9日は『救急の日』

応急手当に間違いはありません！～あなたの勇気で救える命があります～
　119番通報やAEDの要請、胸骨圧迫など、自分ができることを見つけましょう。小
冊子「救急車が来るまでに」を市HPで公開していますので、ぜひご覧下さい。

協力：ヴィッセル神戸 公式マスコット：モーヴィinノエスタ

問  須磨消防署 ☎735-0119　FAX734-4119

すまおやグループカウンセリングルーム   定員５人程度・全6回

悩みをシェアして、子どもとの関わり方を考えてみませんか。
日時  10月7日、21日、11月4日、18日、12月2日、9日（木）

10：00～11：30（受付9：40～）
場所  区役所2階 健康教育室
対象  就学前のお子さんの子育てにストレスや悩みを感じている

保護者（原則6回とも参加できる人）
※保育あり（申し込み時にご相談ください）

申し込み  9月1日（水）～24日（金）にweb、電話いずれかでお申し込みください。
※参加希望者多数の場合は、お断りすることがあります。

問  市事業・イベント案内センター　☎333-3372　FAX333-3314
担当：区こども家庭支援課　☎731-4341（内線305）　FAX735-8515

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

▶ 詳しくは
こちら

▶ 詳しくは
こちら

▶ プログラム
内容と

申し込みは
こちら

[ 救急医療週間 特別企画 ]
ドキュメンタリー番組でコロナ禍の救急現場で戦う救急隊の今をお伝えします。
日時：9月9日（木）20：00～20：23
放送エリア：J：COM神戸・芦屋、J：COM神戸・三木（地デジ 11ch）

AED
今いくぞ！


