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須磨区歴史講演会　　　　　 無料・要申込・定員180名（先着）

講演会では、須磨の魅力的なまちの歴史をご紹介します。

日時  8月9日（火）15：00～16：30（予定）※14：30受付開始
講演者  田辺 眞人 氏（県立兵庫津ミュージアム 名誉館長）
講演テーマ  須磨の歴史から
場所  須磨パティオ健康館3階　パティオホール
※新型コロナウイルスの感染状況によっては定員を変更する場合があります。
※今後の感染拡大状況により延期や中止になる場合があります。
申し込み  6月30日（木）9：00～8月5日（金）21：00まで（定員に達し次第受付終了）
問 	市総合コールセンター

ヴィッセル神戸須磨区民応援デー  要申込・応募多数の場合抽選
ヴィッセル神戸のホームゲーム（7月30日柏レイソル
戦）において、須磨区にお住まいの皆様を特別価格でご招
待いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。

日時  7月30日(土)19：00～　VS柏レイソル
場所  ノエビアスタジアム神戸
料金  1,000円（1人につき）
申し込み  7月18日（月・祝）までにKOBE Todayから申込み
問 	市総合コールセンター

「名谷ワッショイ講座」受講者募集　 要申込・定員20名

名谷をさらに魅力的にしたい人、好奇心ある人と仲間になり、共に名谷の事を知り・
感じ・考えて、まずはあなた自身が楽しみながら地域活動にトライする機会をつく
ります。

日時  9月1日から11月24日までの概ね毎週木曜日18：30～20：30（全12回）
対象  遊び心を大切にする老若男女（学生可）
料金  5,000円
申し込み  右記区ホームページよりお申込みください。 

（7月22日（金）21：00締切）
問 	市総合コールセンター

須磨警察署からのお知らせ
「夏の交通事故防止運動」7月15日（金）～7月24日（日）
スローガン「やさしさと　笑顔で走る　兵庫の道」

夏の時期は、
◆ 休暇等により交通量が変化します。
◆ 日中の暑さを避けて朝夕に活動する機会が増加します。
◆ 夏休みに屋外で活動する子どもが増加します。
暑さによるストレスや疲労等により、気の緩みやすい時期となります。
子どもや高齢者等の歩行者に特に注意して、交通事故防止にご協力をお願いします。

募 集
Jazz	Live「カムカムジャズコン
サートinきたすま」	定員200名

北須磨文化センター初のジャズ
●日 ７月24日（日）13：30開演（13：00開場）
（12：30～12：45 1階ロビーコンサート 無料）

●所 北須磨文化センター 3階 大会議室
●内 夏の午後、爽やかなスタンダードジャズやボサノ

バですがすがしいひとときを過ごしませんか？
●¥  一般前売800円、当日1,000円、高校生以下無料
●申 直接来館または電話で●問 へ
●問 北須磨文化センター
　 ☎791-0840　⃝F 792-0700

須磨区文化センターより
A.サマーコンサート 	
無料・当日先着順（定員になり次第締め切り）

●日 7月17日（日）13：30開演（13：00開場）
●所 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、声

楽、ピアノデュオ、混声合唱）
B.親子で学ぶ一絃須磨琴体験	10組（20名）

●日 7月28日（木）、7月31日（日）両日13：00～15：00
●所 区文化センター 地下１階 音楽室
●内 親子で須磨の歴史、一絃琴の魅力を学び

ましょう。参加費無料です。　●対 ７歳以上
A、Bについて
●問 区文化センター
　 ☎735-7641　⃝F 735-7644

須磨体育館の卓球個人利用 
●日 7月3日・10日・24日・31日（日）9：00～19：00、17日

（日）17：00～19：00、18日（月・祝）9：00～17：00
●¥  大人200円　高校生以下150円
●問 須磨体育館（中島町1-2-2）

☎734-5588　⃝F 734-5512

県民ボランタリー活動
助成エントリー受付	要申込

●対 要件を満たすボランティアグループ（詳細は
●問 へ） ※助成には今回のエントリーが必要です

●￥ エントリー数により決定
●申 7月1日（金）～8月31日（水）に●問 へ
●問 須磨区ボランティアセンター

☎731-8922　⃝F 733-2533

夏休み親子手話教室	 無料・要申込・先着40組

●日 8月21日（日）14：00～16：00
●所 北須磨文化センター
●対 小学3～6年生と保護者
●申 8月5日（金）までに●問 へ来所、もしくは①

参加者名②郵便番号③住所④電話・FAX⑤
学校名・学年を記入の上、電話・FAX・メール

●問 区社会福祉協議会
☎731-4341（内線314）　⃝F 733-2533
Email：apply@suma-shakyo.or.jp

催 し 無料・申込不要

アンテナショップ
Sumarché（すまるしぇ）
●日 7月28日（木）11：00～14：30
●所 区役所玄関前スペース
●内 区内の障害者事業所の自主製品

（お菓子・雑貨）などを販売。
※新型コロナウイルス感染者急増の場合は中止
●問 区保健福祉課

☎731-4341（内324）　⃝F 735-8159

西市民病院「糖尿病教室」
●日 7月20日（水）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　⃝F 576-5358
※YouTubeの配信について、西市民病院

ホームページの新着情報「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 7月1日（金）11：00～11：15
B.おはなし会
●日 7月9日（土）

①14：00～14：30
②14：30～15：00

C.ちいさなおはなし会
●日 7月16日（土）11：00～11：15
D.えほんおはなし会
●日 7月23日（土）11：00～11：30
A~Dについて
●所 ●問 須磨図書館

☎735-7444　⃝F 735-4313

そ の 他
高齢者等を対象とした
スマホ教室の開催
	 無料・先着順

●日 9月7日（水）
●所 区役所2階　健康教育実習室
●内 スマホの①体験教室と②活用相談会
●申 7月8日（金）～8月24日（水）にイベント申

込みサイトからWEB申込み
●問 市総合コールセンター

善意銀行に預託されました
（5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、
匿名　1人
＜物品＞
匿名　3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

詳細は
こちら▶

申込は
こちら▶

詳細・申込は
こちら▶
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年中無休 8：00～21：00神戸市総合コールセンター


