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須磨離宮公園より　― 迎春 ―
須磨離宮公園では年末年始にかけて新年を迎える催しを行います。高さ3メートル
を超える松竹梅の正月飾りの展示や、コマ回しや羽根つきなどの昔あそび、和太鼓
の演奏。須磨離宮公園で楽しいお正月を過ごしませんか？12月25日（土）の武庫離
宮完成記念日と1月4日（火）は入園料無料です。

◆第39回ジャンボ松竹梅の展示
日時  12月20日(月)～28日(火)10：00～14：00

1月4日(火)～16日(日)9：00～17：00
場所  中門広場
◆植物のふしぎを見つけよう！
日時  1月8日(土)13：30～14：30
場所  潮見台休憩所　 定員  10名（当日先着順）
協力  須磨離宮植物友の会、神戸女子大学
◆新春昔あそび
日時  1月8日(土)～10日(月・祝)

11：00～15：00　※雨天中止
場所  中門広場　 協力  神戸女子大学
問  須磨離宮公園（木曜と12月29日(水)～1月3日(月)は休園）　☎732-6688　FAX734-6022

須磨海浜水族園　企画展　　      観覧無料（別途入園料必要）

2022年もレッツトライ！寅（トラ）っぽい生きもの大集合
2022年の干支である「寅」にちなみ、トラにちなんだ名前をもつ生きものの展示を
行う企画展を開催いたします。新年に縁起のいい干支にちなんだ生物を取りあげる
ことで、親しみながら生きものについて知っていただける毎年恒例の企画展です。

日時  12月27日(月)～1月30日(日)
場所  〇本館2階　企画展ブース    

トラザメ、タイガープレコ、タイガーロータス(水草)、
トラフカラッパなど4種10個体(予定)

　　　〇本館常設水槽     
トラの名前を持つ生きものをピックアップ  
トラフザメ、トラウツボ、オニオコゼ、サツマオコゼなど

問  須磨海浜水族園　12月～3月の水曜休園　※12月29日、1月5日（水）は開園 
☎731-7301　FAX733-6333

「須磨区のまちづくり（案）」にご意見をお寄せください
須磨区では、須磨のさらなる魅力向上を目指して、「須磨区のまちづくり」を策定し
ます。これは、須磨区の2025年の将来像「地域の力と情熱があふれる住みよいまち
―須磨―」の実現を目指して、取り組んでいくことをお示ししていくものです。区外
から転入される方も含め、須磨区の方向性をできる限り分かりやすくお伝えするた
めに、画像（写真やイラスト）を中心とした構成としています。市民の皆様におかれ
ましては、「須磨区のまちづくり（案）」について、何なりとご意見をお寄せください。

実施方法  １．区ホームページの回答フォームに入力︎ 
２．回答用紙に記入  　

用紙配布場所  須磨区役所4階、北須磨支所4階
問  区まちづくり課　事業推進担当　☎731-4341（内214）FAX732-0728

募 集
傾聴ボランティア講座 無料・定員20名

「傾聴」ってなあに？　初心者から、既に傾聴
ボランティアとして活動されている方まで
対象の講座です。
●日 1月21日（金）　14：00～16：00
●所 須磨区文化センター第2会議室
●申 1月11日（火）までに電話・FAXまたはE-mailで●問 へ
●問 須磨区ボランティアセンター
　☎731-8922　FAX733-2533
　E-mail／volu-cen@suma-shakyo.or.jp

須磨区文化センターより
A.ニューイヤーコンサート 要申込・定員150名

●日 1月9日（日）14：00開演（13：30開場）
●内 ポルトガルギターとマンドリンのデュオ
　“マリオネット”によるコンサート
●¥ 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.第17回須磨区民寄席 要申込・定員120名

●日 1月23日（日）14：00開演（13：30開場）
●内 桂梅團治、露の団四郎、林家卯三郎、  

笑福亭鶴太
●¥ 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
C.ウィンターコンサート 無料・申込不要・定員150名

●日 2月6日（日）13：30開演（13：00開場）
●内 須磨区音楽協会コンサート
　鈴木あゆ子（ピアノソロ）
　まやコーラス（女声合唱）
　角田志保子（ジャズ・ピアノ・ソロ）
　田中次郎（チェロソロ）
A〜Cについて
●所 須磨区文化センター　4階大ホール
●問 須磨区文化センター

☎735-7641　FAX735-7644

北須磨文化センターより
A.ロビーコンサート 無料・申込不要

●日 1月11日（火）12：00～12：30
B.世界の国めぐり 要申込・定員30名

●日 1月21日（金）10：30～12：00 ●¥ 300円
●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
A、Bについて
●所 ●問 北須磨文化センター
　☎791-0840　FAX792-0700

体力測定＆おじいちゃんおばあちゃんと
あそぼう 無料・定員10組20名・先着順

●日 2月23日（水）9：30～10：45
●対 小学1、2年生とその祖父母
●申 1月18日（火）～2月13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 無料・申込不要

西市民病院「糖尿病教室」 
●日 1月20日（木）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。

須磨図書館より 
A.おひざのうえのおはなし会
●日 1月7日（金）11：00～11：15
●対 0～2歳くらいの子どもと保護者
B. ボランティアグループ   

「おはなしぐもの会」によるおはなし会
●日 1月8日（土）①14：00～14：30　②14：30～15：00
●対 ①3歳以上　②小学生以上
C. ちいさなおはなし会
●日 1月15日（土）11：00～11：15
●対 2～3歳くらいの子どもと保護者
D．えほんおはなし会
●日 1月22日（土）11：00～11：30 ●対 0歳～小学生
A〜Dについて
●所 ●問 須磨図書館☎735-7444　FAX735-4313

そ の 他
須磨体育館の卓球個人利用
●日 1月9日・16日・23日・30日（日）9：00～19：00

1月10日（月・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 
（11月分・順不同・敬称略）
＜金銭＞
福井和子、板宿ふれあいのまちづくり協議会、
㈱mi-kitty ミキティ訪問介護事務所、匿名　1人
＜物品＞
兵庫六甲農業協同組合 須磨支店、匿名　2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

▲ 2021年1月の展示

● ペットが他の人に迷惑をかけないように、責任をもって飼育しましょう。
● 災害時の備蓄品として、ペット用品（避難用のケージ、リード、薬、水、ペットフード、トイ

レ用品など）を常備しましょう。

問  生活衛生ダイヤル　☎771-7497　FAX050-3156-2902

犬の飼い主へのお願い
◉ 必ず登録し、年1回狂犬病予防注射を受けさ

せ、首輪に鑑札・注射済票を付けましょう。
◉ 散歩時に糞をしたら必ず持ち帰りましょ

う。尿は水で流しましょう。
◉ 散歩時には必ずリードにつなぎましょう。

猫の飼い主へのお願い
◉ 室内で飼いましょう。
◉ 飼えない子猫が産まれないよ

うに、不妊手術をしましょう。

※迷子になった場合に備え、首輪に迷子札を付けるか、
　マイクロチップを装着しましょう。 

守っていますか？ペットの飼育マナー

◆なかよし太鼓の演奏
日時  1月9日(日)

10：30～11：00　※雨天中止
場所  中門広場　 出演  神戸なかよし太鼓

▲ タイガープレコ

回答フォーム
はこちら▶

令和３年10月31日執行の神戸市長選挙等において、区内の一部地域に選挙
公報を配布出来ませんでした。区民ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛け
しましたことを深くお詫びいたします。
問  須磨区選挙管理委員会事務局　☎731-4341　FAX731-4362

神戸市長選挙等に係る選挙公報の未配布について（お詫び）


