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精霊送りのお知らせ
日時  8月15日（月）16：00～20：00（小雨決行）
場所  ①下中島公園（須磨消防署前）　②名谷駅前広場

◆ 駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。

問  市総合コールセンター

ビーチクリーン&地引網体験　　　 無料・要申込・定員150名
World Clean Up Dayに、須磨海岸でビーチクリー
ンと地引網体験を行います。みんなで力をあわせて引
き上げたお魚をタッチプールで触ったり観察したり
します。最後にお魚がもらえる抽選会も行います！

日時  9月17日（土）10：00～15：30（お昼休憩込）
場所  須磨海岸（JR須磨駅南側）　 対象  神戸市在住の小学生を含む家族
申し込み  右記フォームより申込み。（8月17日（水）21：00〆切）  

※応募者多数の場合は抽選
問  市総合コールセンター

胸に刻むスマスイ最後の夏「スマー・バケーション」観覧無料（別途入園料必要）
今夏で最後の夏をむかえる須磨海浜水族園で、夏休みの思い出をつくろう！期間中
はイベントも開催。

❶ ペンギンのエサやり体験　❷ バックヤードツアー　❸ 夏期限定の園内装飾
※①②要WEB予約
日時  7月23日（土）～8月28日（日）（20：00まで営業時間延長）
場所・問  須磨海浜水族園　☎731-7301　⃝F 733-6333

最大2万円相当分のポイントをゲット！
マイナンバーカードを9月30日（金）までに申請すると最大2万円相当分のポイン
トがもらえます。

場所・日時  ◆ 須磨区役所1階／平日8：45～17：15
◆ 北須磨支所（名谷センタービル2階）／平日8：45～17：15
◆ コープ名谷／8月24日（水）、26日（金）10：00～15：00
◆ 新長田サテライト※予約優先（新長田駅南側ピフレ新長田2階)

問  神戸市マイナンバーカードコールセンター
☎600-2910（9：00～20：00）　⃝F 862-3890

※マイナンバーカードはスマホからでも申請できます。
詳細は 神戸市　マイナンバーカードの申請について 検索

募 集
令和4年度	地域提案型活動助成
追加募集！
●内 地域の課題解決や活性化のため、令和5

年3月31日（金）までに須磨区内で行わ
れる地域活動を対象とした助成金です。
年間上限30万円※3年、総額50万円上限

●申 7月20日（水）～12月28日（水）
に●問 へ

●問 区まちづくり課
☎731-4341（内213）　⃝F 732-0728

すまコミュニティビジネス大学2022	
定員30名・全10回

●内 地域の課題をビジネスの手法で解決する
講座です。※オンライン受講も可

●日 9月14日・28日、10月12日・26日、  
11月9日・30日、12月14日、  
１月11日、25日、2月8日（水）  
10：00～12：00

●所 区役所4階
●￥ 資料代3,000円
●申 ●問 区社会福祉協議会 

☎731-4341（内318）　⃝F 733-2533
Email：apply@suma-shakyo.or.jp

須磨体育館より
A.短期ジュニア卓球教室②
●日 10月8日、15日、22日、29日、11月5日（土）

13：15～14：45
B.短期かけっこ教室②
●日 10月4日、11日、18日、25日、11月1日（火）

1７：1５～1８：４５
C.体力測定＆おじいちゃんおばあちゃ
んとあそぼう
●日 9月19日（月・祝）

9：30～10：45
 
●申 8月9日（火）～WEB申込み。応

募者多数の場合抽選。詳細は
WEBより

●問 神戸市立須磨体育館 
☎734-5588　⃝F 734-5512

グリーンアリーナ神戸　ミックス個サル
●日 9月7日（水）

19：00～21：00
●対 16歳以上の男女
●￥ 1,000円
●申 8月8日（月）～9月7日（水）に☎またはメー

ルで●問 へ。先着順（25名）
●所 ●問 総合運動公園　グリーンアリーナ 

神戸メインアリーナ
☎796-1155　⃝F 796-1125
Email：futsal@katc98.com

須磨区文化センターより
	抽選（8月31日（水）必着）

●内 秋講座受講生を募集します
●日 10月～12月
●￥ 有料（詳細はパンフレットかWEBでご確

認ください）
●申 8月16日（火）～8月31日（水）に

WEB申込み、直接来館、はがき、
電話で●問 へ。

●所 ●問 須磨区文化センター（第３月曜休） 
☎735-7641　⃝F 735-7644

北須磨文化センターより
A.もりやすバンバンビガロの楽しいマ
ジック
各回定員20名（先着順）

●日 ８月1１日（木・祝）
10：00～11：00、13：00～14：00

●￥ 各回2,200円（材料費込）
B.世界の国めぐり
定員30名（先着順）

●日 8月26日（金）10：30～12：00
●￥ 300円

●申 ●問 北須磨文化センター 
☎791-0840　⃝F 792-0700

催 し 無料・申込不要

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 8月25日（木）11：00～14：00
●所 区役所玄関前スペース
●問 区保健福祉課

☎731-4341（内324）  ⃝F 735-8159
※コロナウイルス感染者急増の場合は中止

そ の 他
人権擁護委員の表彰
人権の擁護と人権思想の普及高揚に貢献
された功績により、下記の委員が表彰され
ました。受賞おめでとうございます。
近畿人権擁護委員連合会長表彰
安藤 純子さん、下山 理津子さん
●問 福祉局人権推進課   

☎322-5234　⃝F 322-6048

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、

（株）mi-kitty ミキティ訪問介護事業所
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

ご予約・開業日・　
詳細はこちら▼

申請の
詳細は
こちら▶

注意事項など
詳細はこちら▶

詳細・　
申込は　
こちら▶

詳細・申込は　
こちら▶
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