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受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、6月8日（水）からです。
同一行事への重複申し込みはできません。

申し込みが下記の場合は、
右記の事項を記入してください。

は はがき　往 往復はがき
Ⓕ FAX　  ㋱ メール

※2人以上で申し込む場合は、
全員分を記入してください

※往復はがきの場合は、返信
用はがきに郵便番号・住所・
氏名も記入してください

●  募集項目（コース名・希望日時）
●  必要事項 （①～⑤） 
　①住所  ②氏名
　③年齢（学生は学校名と学年）
　④性別  ⑤電話番号

お申し込み前にご確認ください！

よくある質問と回答は

※ナビダイヤルは、通信定額制の携帯電話・PHS、
IP電話からは、通話料金が高くなる場合があるため、
固定電話にかけてください

神戸市総合コールセンター 市公式SNSアカウント一覧

ナビダイヤル  

T E L
FAX

( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0
( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0
( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4

記
号
の
見
方

フェイスブック
ツイッター 
インスタグラム

は はがき
往 往復はがき
電 電話
Ⓚ KOBE Today
　 で検索

㋱ メール
直  直接
Ⓕ FAX
Ⓦ 市イベント申込
　 サイトで検索

神戸市 コールセンター 

神戸で活躍する人を紹介
サンテレビ「KOBE  L I F E」
毎週土曜 10：00～10：30
（隔週再放送）

市職員（公衆衛生医師）

市職員（産業医）

各イベントでは、新型コロナウイルス感染防止対策を行っています。
なお、感染状況により内容などが変更になる場合があります。
最新情報は、それぞれの問い合わせ先へご確認ください。

6月 の 情報ひろば

神戸市 採用情報 

他の職員募集情報は
市ホームページで

 募集人数 若干名（正規）
 採用予定 随時
 問 市総合コールセンター

 募集人数 若干名（正規）
 採用予定 随時
 問 市総合コールセンター

西神戸医療センター職員

神戸リハビリ病院等職員

 募集人数 看護師…若干名（正規）
 採用予定 随時
 問 ☎743-8200 Ⓕ743-8211

 募集人数 言語聴覚士…１人（任
期付）、言語聴覚士・管理栄養
士…各１人（パート）、看護補助
者…若干名（パート）
 採用予定 随時
 問 ☎993-3706 Ⓕ997-2220

接種歴がなく、4年度に65・70・
75・80・85・90・95・100歳に
なる人で、接種を希望する人は
5年3月31日（金）までに接種を
 問 市総合コールセンター

高齢者肺炎球菌
定期予防接種

過去に離職された介護職経験
者の再就職を支援するため、介
護現場の現状等を学べる動画
を掲載しています
 問 市総合コールセンター

介護職
再就職支援講習

6月5日（日）は休業します
 問 市総合コールセンター

三宮証明サービスコーナー
の休業

アルコール、薬物、ギャンブル、
ゲーム・ネットに依存してしまう等
でお悩みのご家族、支援者等に
専門医師が個別相談に応じます
 問 精神保健福祉センター
（☎371-1900 Ⓕ371-1811）

依存症専門医師相談
の開催（予約制）

納期限は6月30日（木）です
 問 市総合コールセンター

市民税・県民税納期
（第1期）

合同企業説明会
「KOBE就職・転職フェア」
参加者募集

6月23日（木）・24日（金）12：00
～16：00にサンボ―ホールで開
催。市内企業が多数出展。就職
相談コーナーや就職セミナーも
 問 転職・再就職等支援事業運
営事務局（☎06-6346-6303   
Ⓕ06-6346-6838）

食中毒に
注意しましょう

高温多湿となる6～9月は細菌性
の食中毒が発生しやすくなりま
す。食肉を生や半生で食べること
は危険です。十分に加熱しましょう
 問 生活衛生ダイヤル
（☎771-7497 Ⓕ050-3156-2902）

①健康ライフプラザ3階【エイ
ズ・梅毒】7月14日（木）14：30
～16：00、予約不要②センター
プラザ西館6階【エイズ・梅毒・
クラミジア】水曜18：00～20：
00、予約不要。【エイズ（即日）】
7月9日（土）、要予約
 申し込み 検査日の1カ月前～先着順
 問 市総合コールセンター

エイズ・性感染症無料検査

6月下旬より市民の皆さんから
直接ご意見やご提案をいただく
場を設けながら、見直しを進め
ます。日時や場所などの詳細は
決まり次第、市ホームページ等
でご案内します
 問 市総合コールセンター

王子公園再整備基本方針
（素案）の見直しに向けて

 募集人数 臨床検査技師…1人
 採用予定 随時
 問 ☎576-5251 Ⓕ576-5358

西市民病院職員（パート）

 募集人数 ①助産師・看護師…
120人（正規）②看護補助者…
若干名（パート）③助産師・看護
師…若干名（パート）
 採用予定 ①5年4月②③随時
 申し込み ①6月24日（金）必着
 問 ☎940-0155  Ⓕ306-2870

市民病院職員等

職員募集

お知らせ

令和5年卒対象
兵庫県合同就職面接会

7月5日（火）13：00～16：30に神
戸ポートピアホテル南館で開催。
県内企業が54社参加予定。詳細
は、「KOBE JOB PORT」で検索
 問 ひょうご・しごと情報広場
（☎366-1433 Ⓕ366-1432）

本会議は6月13日（月）14：00
～、17日（金）・24日（金）・27日
（月）・28日（火）10：00～。常任委
員会は6月20日（月）・21日（火）
 問 市総合コールセンター

第1回定例市会
【6月議会】

高齢者施設で清掃・消毒などの
活動を行った高齢者にポイントを
付与する制度の登録説明会を実
施しています
 問 KOBEシニア元気ポイント
事務局
（☎335-6543 Ⓕ335-6542）

KOBEシニア元気ポイント
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生後6カ月以上のメスの飼い猫。
手術料金の1割を助成（上限
2,500円）。1年間に1人1匹限り。
応募要領は市ホームページ等で
 申し込み 6月1日（水）～20日（月）
 問 生活衛生ダイヤル
（☎771-7497
Ⓕ050-3156-2902）

飼い猫（メス）の
不妊手術助成

兵庫運河での
真珠の育成体験

保護者同士の交流の場の提供
や子育てに関する相談も受付。
新型コロナウイルス対策で、中
止の場合もあり。詳しくは各施
設にご確認ください
 問 市総合コールセンター

保育所（園）・幼保連携型
認定こども園の園庭開放

夏季ラジオ体操
実技講習会

 料金 無料
 申し込み 当日受付
①中央体育館
 日時 6月13日（月）14：00～
②兵庫区文化センター
 日時 6月14日（火）14：00～
③北区民センター
 日時 6月15日（水）13：00～
④王子スポーツセンター
 日時 6月21日（火）10：00～
⑤垂水体育館
 日時 6月22日（水）14：00～
⑥北須磨文化センター
 日時 6月24日（金）14：00～
⑨長田文化センター
 日時 6月27日（月）18：00～
 問 市総合コールセンター

６月10日（金）に西神・山手線、
北神線においてダイヤ改正を
実施します。詳しくは交通局ホ
ームページ、駅貼りポスターを
ご覧ください
 問 市総合コールセンター

地下鉄西神・山手線、
北神線ダイヤ改正について

女性のための相談室
（電話）

☎361-8361
 日時 火～土曜（祝日休）
10：00～12：00・13：00～
15：00

女性のための相談室
（面接・予約制）

 場所 あすてっぷKOBE
 料金 無料
①こころの悩み相談
 日時 火・水・木・土曜（祝日休）
13：00～15：50
②法律相談
 日時 6月11日（土）・16日（木）・
25日（土）13：00～15：30
③就業・キャリア相談（オンライ
ン有）
 日時 6月25日（土）9：10～11：55、
6月16日（木）・7月7日（木）17：00
～19：45
 問 ☎361-8935 Ⓕ361-6477

権利擁護・成年後見
法律相談

 場所 市民福祉交流センター
 料金 無料
①司法書士・社会福祉士
 日時 6月14・28日（火）13：30
～16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
 日時 6月21日・7月5日（火）13：30
～16：30（予約制）
 問 市成年後見支援センター
（☎271-5321 Ⓕ200-5329）

令和5年
はたちを祝う会開催と
代表スタッフの募集

５年１月９日（月・祝）に、ノエビア
スタジアム神戸にて、はたちを
祝う会を開催します。代表スタ
ッフ申し込み等の詳細は市ホ
ームページで
 問 市総合コールセンター

市内を運行する全路線のバスマ
ップを、今年度版に更新して市ホ
ームページに掲載中
 問 市総合コールセンター

KOBEバスマップを更新

救急相談ダイヤル

☎＃7119（☎331-7119）
 日時 24時間年中無休

女性のためのＤＶ相談室

☎382-0037
 日時 09：00～17：00

里山暮らし相談会

 日時 ①6月8日～、水曜11:00
～。全5回②6月19日・7月3日
（日）13：00～16：00③6月10・
24日（金）13：00～16：00
 場所 ①淡河宿本陣跡（北区淡
河町淡河）②神戸ワイナリー
（農業公園）③西区役所
 料金 無料
 問 市総合コールセンター

ナビダイヤル　 ( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0  　TE L  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0  　FAX  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4年中無休
8：00～21：00神戸市総合コールセンター

お知らせ

講 演・講習

6月17日（金）から東灘・灘・中
央・兵庫・北・北神・新長田・名
谷・西図書館で実施。総合教育
センターでは6月14日（火）から
 問 市総合コールセンター

令和5年度
使用教科書展示会

児童手当現況届の提出が
原則廃止になりました

今年度より、現況届の提出を原
則廃止します。引き続き提出が
必要な方等、詳細は市児童手当
ホームページをご確認ください
 問 市総合コールセンター

ポートアイランド
スポーツセンター

①50ｍプール一般営業
6月13日（月）～9月11日（日）。
小・中学生300円、高校生以上
650円。小・中学生は利用許可
証が必要
②25ｍ・50ｍプール臨時休館
6月4日（土）・5日（日）、11日
（土）・12日（日）、19日（日）、
23日（木）～27日（月）、ただし
6月19日（日）・27日（月）は25ｍ
プール営業あり
 問 ☎302-1031  Ⓕ302-1032

自動音声に従い番号を選択する
ことで各係や道路公園110番
へ繋がります。道路や公園の不
具合等は道路公園110番まで
 問 ☎771-7498
Ⓕ050-3156-2904

6月に建設事務所に
自動音声案内が
導入されます

7月1日（金）～25日（月）勤労会
館の閉館に伴い休館します。7
月26日（火）からは、デザイン・
クリエイティブセンター神戸
（KIITO）2階に移転オープン
 問 中央図書館
（☎371-3351  Ⓕ371-5046）

三宮図書館の休館・移転

建築、高齢者の住み替え、マン
ション管理、空き家の利活用
等、すまいに関するお悩みにす
まいの相談員がおこたえ。まず
はお電話を。水・日・祝定休
 問 すまいるネット
（☎647-9900  Ⓕ647-9912）

すまいに関する何でも相談

対象は小学生と保護者。50組ま
で。有料。申し込みは往復はがき
で。詳細は「真珠貝プロジェクト」
ホームページで
 申し込み 6月9日（木）必着。抽選
 問 市総合コールセンター

女性の就労・スキルアップ
支援の講座

 場所 あすてっぷKOBE
 料金 無料
 申し込み　Ⓦで。６月30日（木）ま
で受付。抽選
①働く女性のスキルアップセミナー
 日時 7月14日（木）14：00～
②就労・再就職促進セミナー
 日時 7月27日（水）10：00～
③パソコン教室
 日時 7月19日（火）～ 21日（木）、8
月1日（月）～4日（木）9：30～
 問 市総合コールセンター

無料消費生活相談
（電話・面談）

☎188 Ⓕ351-5556
 日時 月～金曜（祝日休）9：00～
17：00（面談は～16：30）

各種相談
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障害者スポーツ教室

市民山の会ハイキング
保久良神社　森林浴コース

 日時 6月19日（日）9：00集合
 場所 岡本八幡神社
 料金 無料
 申し込み 当日受付
 問 市総合コールセンター

魅力あっぷセミナー「こども
木工教室キーボックス作り」

 対象 小学生とその保護者
 日時 7月23日（土）9：00～
 場所 神戸総合運動公園
 料金 1,000円
 申し込み　6月23日（木）から電か
Ⓕで同園管理センターへ。先着順
 問 ☎795-5151 Ⓕ792-3122

ワード応用基礎講習会

 対象 障害者・高齢者・一般
 日時 7月4日～、月曜14：30～。
全10回
 場所 神戸ファッションマート
 料金 14,200円
 申し込み　電かⒻでプロップ・
ステーション（☎845-2263   
Ⓕ845-2918）またはⓌで。6
月19日（日）まで受付。抽選
 問 市総合コールセンター

フレイルサポーター
養成研修

 対象 市内在住の65歳以上
 日時 6月26日（日）10：00～16：00
 場所 しあわせの村
 料金 無料
 申し込み　電でこうべ市民福祉
振興協会まで。先着順
 問 ☎743-8017 Ⓕ743-8180

ファミサポ協力会員
講習会

 日時 6月21日（火）・22日(水)、
7月12日（火）・13日（水）
10：00～16：30
 場所 こべっこランド
 料金 無料
 申し込み　電でファミリー・サポ
ート・センターへ。先着順
 問 ☎335-6100  Ⓕ335-6101

婦人会館あじさい講座

 申し込み　電かⒻで。先着順
 料金 ①1,000円②500円
①歌おう、語ろう、日本の心
 日時 6月13日（月）13：00～
②いざという時に知ってて安心
「市民救命士講習」
 日時 6月17日（金）13：30～
 問 ☎351-0861 Ⓕ351-0862

中央卸売市場本場の
料理教室

 申し込み　電で。開催日の10日
前まで受付。抽選
①魚のさばき方［基本コース］～鯛
 日時 6月27日（月）10：30～
 料金 4,800円
②大田忠道監修「天地の会」料
理道場
 日時  6月28（火）10：30～
 料金 4,200円
 問 ☎652-5503
Ⓕ681-3772

 料金 有料
 申し込み　電か直（②～⑤・⑦～
⑨はⒻも）で。先着順

①水彩画・フォークダンス・川柳
 場所 東灘区文化センター
 問 ☎822-3431 Ⓕ822-4103

②シャドーアート・書道・キルト
ワーク
 場所 灘区文化センター
 問 ☎841-1796 Ⓕ821-6913

③はじめての手編み・太極拳・
ヨガ
 場所 葺合文化センター
 問 ☎242-0417  Ⓕ242-4731

④書道（初級）・スマホ・聴き方・
伝え方
 場所 兵庫区文化センター
 問 ☎576-0938 Ⓕ577-7004

⑤和裁（木）・和裁（土）・フラワ
ーアレンジメント
 場所 北区文化センター
 問 ☎593-7455 Ⓕ592-2415

⑥抱き人形・折り紙・阿波踊り
体操
 場所 長田区文化センター
 問 ☎643-2436 Ⓕ643-0417

⑦実用書道・からだほぐしヨガ・
自彊術体操
 場所 須磨区文化センター
 問 ☎735-7377 Ⓕ735-1833

⑧エコクラフト・ボイストレーニ
ング・生け花
 場所 垂水区文化センター
 問 ☎708-8027 Ⓕ706-5895

⑨料理・パッチワーク・着付け
 場所 西区文化センター
 問 ☎991-8325 Ⓕ991-8001

公開講座
「人生100年時代を幸せに
生きるためのお金のはなし」

 日時 7月9日～、土曜14：00～。
全5回
 場所 学園都市ユニティ
 料金 1回1,100円
 申し込み　電かⒻで。先着順
 問 ☎794-4970 Ⓕ794-4910

初級障がい者スポーツ
指導員養成講習

 対象 18歳以上（高校生除く）
 日時 7月30日（土）～8月20日
（土）9：30～17：00。全5回
 場所 市民福祉交流センター他
 料金 有料
 申し込み　往 で障害者スポーツ振
興センター（〒651-0086磯上
通3-1-32）へ。6月30日（木）必
着。抽選
 問 ☎271-5330  Ⓕ271-5367

弓道教室（昼の部）

 日時 6月22日～、月・水・金曜
12：30～。全7回
 場所 王子弓道場
 料金 5,000円
 申し込み 往 で市弓道協会（〒
657-0805青谷町1-1-1）へ。6
月9日（木）必着。抽選
 問 市総合コールセンター

ファミリーウオーキング
～兵庫運河を支える橋を巡る～

 日時 7月3日（日）10：00集合
 場所 JR新長田駅（鉄人広場）
 料金 無料
 申し込み 往（4人以内）で神戸ウ
オーキング協会（〒651-0076
吾妻通4-1-6）へ。6月13日（月）
必着。抽選
 問 市スポーツ協会
（☎261-3620 Ⓕ261-8020）

 申し込み 直かⓌで。7月3日（日）
まで受付。抽選
 料金 有料
①小学生夏休み短期スポーツ
教室
 対象 小学1年～6年生
 日時 7月22日（金）～8月26日（金）
②第2期スポーツ教室
 対象 幼児、小学生、一般
 日時 8月1日（月）～11月28日（月）
 問 ☎802-0223 Ⓕ861-5628

オリックス対ロッテ戦・
市民無料招待

 日時 7月9日（土）18：00～、
10日（日）16：00～
 場所 ほっともっとフィールド神戸
 申し込み 往（希望日ごと。各2
人以内）でオリックス野球ク
ラブ（株）（〒654-0163 緑台
3251-10）へ。6月13日（月）消
印有効。抽選
 問 ☎795-5589 Ⓕ793-6881

 対象 身体障害者手帳・療育手
帳の保持者
 場所 市民福祉スポーツセンター
 料金 2,200円
 申し込み 往で障害者スポーツ
振興センター（〒651-0086磯
上通3-1-32）へ。7月31日（日）
必着。抽選
①水泳
 日時 9月3日（土）～11月30日
（水）。全10回
②体操・ブラインドテニス教室
 日時 9月7日（水）～12月2日（金）。
全10回
 問 ☎271-5330 Ⓕ271-5367

あじさい講座

王子スポーツセンター

 料金 無料
 申し込み　電か直か㋱（comista
@kobe-spokyo.jp）で。抽選
①コミュニケーション力アップ！
 日時 7月11日（月）18：30～
②市政リレー講座「食品の安
全・安心の取り組み」
 日時 7月14日（木）10：00～
 問 ☎251-4731 Ⓕ251-4733

コミスタこうべの講座

お申し込み前にご確認ください！ 受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、6月8日（水）からです。
申し込みが下記の場合は、9面の事項を記入してください。

ははがき　往 往復はがき　ⒻFAX　 ㋱メール
同一行事への重複申し込み
はできません。

スポーツ

プレパパプレママセミナー

 対象 初産婦とパートナー
 日時 9月3日（土）9：45～・13：30～
 場所 市看護大学
 料金 無料
 申し込み　㋱で市看護大学（㋱
mamapapa@tr.kobe-ccn.
ac.jp）へ。7月1日（金）～先着順
 問 ☎794-8085 Ⓕ794-8086
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 場所 ポートターミナル
①ぱしふぃっくびいなす
 日時 6月10日（金）20：00入
港・11日（土）17：00出港、13
日（月）10：00入港・14日（火）
12：00出港、25日（土）16：00
入港・26日（日）17：00出港、7
月3日（日）16：00入港・20：00
出港
②飛鳥Ⅱ
 日時 6月16日（木）9：00入港・
17：00出港、19日（日）9：00入
港・17：00出港
 問 市総合コールセンター

 日時 5月31日（火）～6月26日
（日）
 料金 入館料のみ
 問 ☎327-8983 Ⓕ391-6756

海洋博物館
「ボトルシップ作品展
 思い出の船」

主なクルーズ客船
入港情報

漁業デー魚と野菜の販売
垂水漁港

 日時 6月15日、7月6日（水）
 場所 水産会館
 問 市総合コールセンター

ラベンダー＆ローズフェア
2022

 日時 5月14日（土）～7月3日（日）
 場所 布引ハーブ園
 料金 入場料のみ
 問 ☎271-1160
Ⓕ271-1180

気づかいのうた
ダンスワークショップ

 対象 親子ペア（子は3歳以上）
 日時 ６月25日（土）15：00～
 場所 神戸アートビレッジセンター
 料金 1,000円
 申し込み  Ⓕで。6月24日（金）ま
で受付。先着順
 問 市民文化振興財団
（☎351-3397  Ⓕ351-3121）

もえ

萌 
ぎ

黄の館スペシャルツアー
別棟（使用人室）特別公開

 日時 6月24日（金）13：30～、
15：30～
 料金 500円
 申し込み 希望時間を記入し 往で
（〒650-0002北野町3-10-11）
へ。6月10日（金）必着。抽選
 問 ☎855-5221
Ⓕ855-5266

神戸港バックヤードツアー
宮崎カーフェリー船内見学

 対象 小学3年生～中学3年生
 日時 7月3日（日）10：00～
 場所 神戸三宮フェリーターミナル
 料金 無料
 申し込み Ⓚで6月12日（日）まで
受付。抽選
 問 （株）JTB神戸支店
（☎391-6955 Ⓕ391-1143）

催　し

花しょうぶ観賞会 神戸マラソン
ランナー募集

特別展 「生誕100年 山下清展
～百年目の大回想」

高齢者等を対象とした
スマホ教室の開催

放浪の画家としても有名な山下清
氏による代表的な貼り絵作品を中
心に、油彩、水彩画、ペン画、少年期
の絵など、初公開を含む貴重な作
品を多数展示します
 日時 6月25日（土）～8月28日（日）
 場所 神戸ファッション美術館
 料金 有料（高校生以下・65歳以上
無料）
 問 ☎858-0050 Ⓕ858-0058

源氏物語ゆかりの月見の名所「月
見山」のふもとに位置する花しょ
うぶ園では、「光源氏」「葵の上」
「薫君」をはじめとした約70種
5,000株がしっとりと優雅に咲
き誇ります
 日時 6月4日（土）～6月12日（日）
 場所 須磨離宮公園
 料金 入園料のみ
 問 ☎732-6688 Ⓕ734-6022

11月20日（日）に３年ぶりに開催。
感染症対策を最優先に行い、大会
に関わる全ての人が安全・安心に
参加できる大会とします。ランナ
ー募集開始は６月中旬から。詳細
は大会ホームページで（６月１日
公開予定）
 問 神戸マラソンランナー
コールセンター（６月10日開設）
（☎0570-018-501
Ⓕ321-0072）

ふれあいのまちづくり協議会ごとに
希望制で開催するスマホ教室。市が
用意したスマホで操作方法を学ぶ
「体験教室」（約2時間）または、お持ち
のスマホのご相談に1対1でお答え
する「活用相談会」（1人につき30
分）を開催します。講師の学生も募
集します。詳細は市ホームページで
 場所 各地域福祉センター
 料金 無料
 問 市総合コールセンター

ナビダイヤル　 ( 0 5 7 0 ) 0 8 3- 3 3 0  　TE L  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 3 0  　FAX  ( 0 7 8 ) 3 3 3- 3 3 1 4年中無休
8：00～21：00神戸市総合コールセンター

段ボールコンポスト講習会

 対象 小学生以上（小学生は親
子同伴）
 日時 6月25日（土）10：00～
 場所 コミスタこうべ
 料金 無料
 申し込み 電かⒻか 直でリサイ
クル工房あづまへ。先着順
 問 ☎・Ⓕ221-3144

口腔がん検診

 日時 7月5・12日（火）、14・21日
（木）9：30～
 場所 市歯科医師会
 料金 無料
 申し込み 往（希望日も記入）で市
歯科医師会（〒650-0021三宮
町2-11-1-514）まで。6月15日
（水）必着。抽選
 問 市総合コールセンター

6月の情報ひろば
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お申し込み前にご確認ください！ 受付開始日の記載のない先着順の

受け付けは、6月8日（水）からです。
申し込みが下記の場合は、9面の事項を記入してください。

ははがき　往 往復はがき　ⒻFAX　 ㋱メール
同一行事への重複申し込み
はできません。

神戸市室内管弦楽団　
第154回定期演奏会

 日時 7月9日（土）15：00～17：00
 場所 文化ホール　
 料金 有料
 申し込み 電で文化ホールプレイ
ガイド（☎351-3349）へ。先着順
 問 市民文化振興財団
（☎361-7241 Ⓕ361-7182）

体験！考古学講座
まが

勾 
たま

玉をつくろう

 日時 7月16日（土）10：00～、
14：00～
 場所 埋蔵文化財センター
 料金 300円
 申し込み 往かⒻ（〒651-2273 
糀台6-1Ⓕ992-5201）で。7月1日
（金）必着。抽選
 問 市総合コールセンター

奥平野浄水場を
探検してみよう

 対象 小学生（保護者同伴）
 日時 7月27日（水）14：00～
 料金 無料
 申し込み Ⓦで6月1日（水）～29日
（水）まで受付。抽選
 問 市総合コールセンター

水道管工事
ミステリーツアー

 対象 小学生（保護者同伴）
 日時 8月3日（水）13：00～
 場所 水道局中部センター
 料金 無料
 申し込み Ⓦで6月8日（水）～7月
6日（水）まで受付。抽選
 問 市総合コールセンター

ボンジュール・フランス！
演奏会招待券プレゼント

 日時 6月26日（日）14：00～
 場所 東灘区文化センター
 料金 2,00０円
 申し込み  は（2人以内）で市民
文化振興財団（〒650-0017楠
町4-2-2）へ。6月10日（金）必
着。抽選
 問 ☎351-3597 Ⓕ351-3121

神出自然教育園

 申し込み ②③往で（〒651-2313
神出町田井字山ノ口）へ。②6月
6日（月）～17日（金）消印有効。抽
選、③6月27日（月）～7月8日（金）
消印有効。抽選
①自由散策
「モンシロチョウの観察と世界の
チョウの標本展」
 日時 6月18日（土）10：00～15：00
 料金 無料
②家族自然体験
「チョウと楽しみ、もっと知ろう」
 対象 小・中学生と家族
 日時 7月16日（土）10：00～
 料金 有料
③家族自然体験
｢夏休みコース別 親子自然体験
教室｣
 対象 4歳～中学生と家族
 日時 7月30日（土）10：00～
 料金 有料
 問 市総合コールセンター

KOBE

読んで 答えて 応募して

今月の

※状況によりプレゼント内容を変更する場合があります。
1人で２通以上の応募は無効です。当選者の発表は発送を
持ってかえさせていただきます。個人情報は商品の発送に
のみ使用させていただきます。

はがきか FAXか電子メールに、
1  ○に当てはまる問題の答え
2  興味を持った記事とその理由
3  改善の余地があると思う記事とその理由
4  郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号
5  「こうべ旬菜」「KOBE観光スマートパスポート」の
いずれか希望する商品を記入し、広報戦略部プレ
ゼント係（〒650-8570 住所不要 F 322-6007
 　 kouhoushi_kobe@office.city.kobe.lg.jp）
へ。6月8日（水）消印有効。抽選

日本固有のゴマダラカミキリに
よく似た外来種は「●●●●
ゴマダラカミキリ」ヒントは2,3面

問 題
水菜

青ネギ

トマト

「こうべ旬菜」は、化学肥料や農薬の
使用を減らすなど、人と環境に配慮し
て市内で栽培された野菜です。今月
は水菜・青ネギ・トマトの詰め合わせ
を10人にプレゼントします。

こうべ旬菜の詳しい情報は

こうべ旬菜はシンボル
マークの「菜菜ちゃん」が
目印です

市内約50の観光施設を1日もしくは
2日間巡り放題となる、お得で便利な
電子周遊チケット「KOBE観光スマート
パスポート」。プレミアム１dayチケット
をペア3組にプレゼントします。市街地
やウォーターフロント、
六甲山に有馬温泉な
ど、色々な施設を巡っ
て神戸の街の魅力を
再発見してみてください。

広報紙KOBEは、毎月月初めまでに各ご家庭にお届け！ 次号は「六甲山上スマートシティ構想」をご紹介

KOBE観光

スマート

パスポート

本紙の情報は5月17日（火）現在
のものです。内容が変わることが
ありますのでご了承ください。

編集：広報戦略部

外来生物が神戸のまちで
好き放題。外来生物は自
然環境や生態系に影響
を与える深刻な問題で、
その状況を幅広い市民
の皆さんに自分ごととし
て考えてもらえるよう、一
目でわかる親しみを感じ
られるイラストを描いて
いただきました。

今月の表紙 

イラストレーター
米村

とし

知 
のり

倫さん

お出かけの際は、

▫身体的距離の確保
▫マスクの着用
▫手洗い・手指消毒
▫体温測定
▫健康チェック をお願いします。

詳細は

こうべ旬菜 KOBE観光スマートパスポート


