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募 集
須磨体育館より
A．カイロプラクティック講座  無料・定員20組

●日 5月26日（日）9：30～10：30
●対 一般
●申 直接来館か電話で●問 へ。4月23日（火）～5

月19日（日）まで。先着順
B.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組

●日 6月9日（日）13：30～16：30
●対 一般
●申 直接来館か電話で●問 へ。5月7日（火）～6月

2日（日）まで。先着順
C.親子でJUMP！トランポリン
●日 7月13日、8月10日、9月14日（土）9：45 ～11：45
●対 3歳～小学校6年生とその保護者
●¥  人数による
●申 直接来館か郵送で●問 へ。5月7日（火）～6月

2日（日）消印有効
A、B、Cともに
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512
　 〒654-0035　中島町1-2-2

手話入門～手と手のコミュニケーション
無料

●日 5月22・29日、6月5・12・19・26（水）　　
13：30～15：30

●申 電話か直接来館で●問 へ
●所 ●問 南須磨公民館
　 ☎735-2770　FAX735-2782

北須磨文化センターより
A.ガーデニング講座「苔玉教室」 先着20人
●日 6月18日（火）10：00～12：00　●¥  有料
B.世界の国めぐり 先着30人
●日 6月21日（金）10：30～12：00　●¥  有料
C．時事講話「最近の世界・日本は」 先着30人
●日 6月24日（月）10：30～12：00　●¥  有料
A、B、Cともに
●申 直接来館か電話、FAXで ●問 へ。5月8日

（水）から受付開始
●所 ●問 北須磨文化センター　
　 ☎791-0840　FAX792-0700
　 須磨区中落合3-1-2

催 し  無料・申込不要

須磨図書館5月のおはなし会
●日 5月3日（金）11：00～11：15、
　11日（土）14：00～14：30、14：30～15：00、
　25日（土）11：00～11：30
　※5月13日（月）～20日（月）は蔵書点検のた

め長期休館します
●所 ●問 須磨図書館　☎735-7444　FAX735-4313

第８回須磨医療フォーラム　～須磨区民の
健康を守るために～ 定員300人
みんなで考えよう、認知症のこと　～認知症の
人にやさしくするって、どうすればいいの？～
●日 5月26日（日）13：30～15：30（開場13：00）
●所 区役所4階 多目的会議室

［講演］須磨区医師会 会長　松井 誠一郎
　　　「知っているようで知らない認知症
　　　－認知症の人に寄り添うには－」他
●問 須磨区医師会
　 ☎732-3017　FAX732-0241

西市民病院「糖尿病教室」 定員約50人

●日 5月10日（金）14：00～15：30
●所 ●問 西市民病院
 　☎576-5251　FAX576-5358

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 5月23日（木）11：00～14：30
●所 区役所1階　ギャラリースペース
●問 区健康福祉課
　 ☎731-4341（内324）　FAX 735-8159

そ の 他
須磨体育館の施設個人利用
A.卓球
●日 5月1日（水）・2日（木）・3日（金）・4日（土）・

6日（月）9：00～17：00
　 5・12・19日（日）9：00～19：00
　 26日（日）11：00～19：00
●¥  大人200円、高校生以下150円
B.バスケットボール
●日 5月20・27日（月）19：00～21：00
●対 中高生　●¥  150円
●申 直接来館で●問 へ
●問 須磨体育館
　 ☎734-5588　FAX734-5512
　 中島町1-2-2

市民法律相談 Web予約の受付が
始まりました
毎週火曜日に須磨区役所で開催している市民
法律相談について、4月からＷｅｂ予約の受付
が開始しました。詳細はこちらから→
※市総合コールセンター（333-3330）
への電話でも引き続き予約できます。
※日時等につきましては、15面各種相談窓口
をご覧ください。

善意銀行 3月分・順不同・敬称略

【金銭】上垣 幸美、福井 和子（東落合）、波多野 京子、
（株）mi-kittyミキティ訪問介護事業所、匿名1名
【物品】小木曽 宏至
ありがとうございました

・1人10冊以内を、1カ月間（次の巡回日まで）貸出できます。
・自動車図書館を利用するには、最初に登録申込が必要です。
（中学生以上の方は、登録申込時に住所の確認できる証明書が必要）
・自動車図書館の巡回場所・日時は下記の通りです。

問  中央図書館・市民サービス係 自動車図書館（月曜・日曜・祝日は休み）

日時  6月2日(日)11:00～13:30頃（10:30受付開始）
募集人数  小学生を含む家族50組（1組4人まで、中学生以下のみでの参加は不可）
申し込み  往復はがきに必要事項（代表者連絡先「電話・E-mail・住所」、参加人数、 

　　　　 参加者の氏名・年齢）を記入の上、問  へ、5月15日(水)消印有効
　　　　 ※応募者多数の場合は抽選、当落結果については5月18日（土）発送予定
その他  集合場所・持ち物等連絡事項は当選者に連絡します
問  須磨海浜水族園「スマスイ園長と家族で潮干狩り」係

　　〒654-0049 須磨区若宮町1-3-5　☎731-7301　FAX733-6333

巡回地区 駐車場所 巡回曜日 駐車時間
菅の台 名谷1団地6号棟 第2水曜日 13：00～13：30
友が丘 北須磨公園 第2水曜日 13：40～14：30
清水台 清水谷公園 第2水曜日 14：50～16：00
緑が丘 須磨緑が丘公園 第4土曜日 13：00～13：40
若草町 若草町西公園 第4土曜日 14：00～14：50

東白川台 白川高尾公園 第4土曜日 15：10～16：10

　区役所では、皆さんがお住まいの地域を美しく快適にするため、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、皆さんで決めた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５月７日から必要部数配布しますので、
下記へご連絡ください。なお、ごみの収集についてはクリーン作戦実施日の2週間前
までに環境局須磨事業所(FAX 731-2043)へファックスでご連絡ください。
※ごみは原則土･日曜にまとめて収集しますので、クリーン作戦当日に伺えない場
合があります（翌日以降に変更していただくこともあります）
※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

問  区まちづくり課　☎731-4341（内251）　FAX 732-0728

　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55箇所選定しま
した。また、地域での取り組み
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。
問  環境局須磨事業所

  　☎731-2041
  　FAX 731-2043

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 飛松町1 50-101 横尾7 68-740
須磨浦通6 02-605★ 前池町2 51-202 神の谷2 74-240
須磨浦通6 02-641★ 前池町5 51-501 神の谷2 74-241
須磨寺町4 07-440 板宿町2 52-201 神の谷4 74-440
行幸町1 12-141★ 菊池町1 53-101 神の谷4 74-441
行幸町3 12-340 禅昌寺町1 60-115 北落合4 75-416
堀池町1 33-101★ 禅昌寺町1 60-121 白川台1 76-140
若木町1 34-140 菅の台1 66-141 白川台1 76-141
常盤町3 41-302 菅の台3 66-340 白川台1 76-142
常盤町4 41-401 菅の台5 66-540 白川台2 76-201
寺田町1 43-140 菅の台7 66-740 白川台2 76-206
大田町8 44-840 竜が台5 67-501★ 白川台2 76-209
大手町1 49-103 竜が台5 67-502 白川台4 76-440
大手町2 49-240 竜が台5 67-540 緑が丘1 78-108
大手町4 49-402 竜が台7 67-740 緑が丘1 78-140
大手町4 49-440 竜が台7 67-741 緑が丘2 78-204
大手町5 49-502 横尾2 68-240 東白川台3 82-340
大手町5 49-504 横尾3 68-342 東白川台3 82-341
大手町6 49-602 横尾5 68-540 東白川台3 82-342
大手町6 49-603 横尾5 68-541 東白川台4 82-442

※朱書きは新規選定のステーション　★取り組み推進ステーション

自動車図書館・みどり号が須磨区内を巡回しています

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

平成30年度　優良クリーンステーションが決定しました

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月

2019（平成31年）

広告

す ま
タイムトラベル

1979年9月に竣工された名谷センタービルには、銀行やクリニック、北須磨支所な
どが入居しており、名谷駅周辺に住む人々にとって欠かせない施設となっていま
す。2017年には、すまぼうをあしらった北須磨支所案内サインも設置されました。

須
磨の
昔の姿

と今の姿を紹介します
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今 昔

スマスイ園長と家族で潮干狩り
～採って知るスマハマ！～　 無料・要申込




