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高齢者施設等で清掃・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

受付開始日の記載のない

先着順の受け付けは、7月8日（金）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）

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。

7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

市総合コールセンター へ

市職員

 募集人数 ①公衆衛生医師…若
干名（正規）②産業医…若干名
（正規）
 採用予定 随時
 問 市総合コールセンター

神戸リハビリ病院

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

西市民病院

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

西神戸医療センター職員

 募集人数 言語聴覚士…１人（任
期付）、言語聴覚士・管理栄養
士・医療ソーシャルワーカー・事
務職員…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

 募集人数 看護師…１人（正規）
 採用予定 随時
 問 ☎743-8500  Ⓕ747-3738

介護老人保健施設
リハ・神戸

王子公園再整備にかかる
意見交換会のご案内

7月14日（木）・24日（日）に、
市民の皆さんからご意見やご
提案をいただきます

 募集人数 ①総合職…約10人
（正規）②技術職…若干名（正
規）③看護師…若干名（パート）
④看護補助者…若干名（パート）
 採用予定 ①②5年4月③④随時
 申し込み ①②７月11日（月）～８
月頃
 問 ☎940-0155  Ⓕ306-2870

市民病院職員等

職員募集

お知らせ

地区計画素案の縦覧と
意見書の提出（旧居留地地区）

旧居留地地区地区計画の変更の
素案を縦覧します。意見書の提出
は8月2日（火）。消印有効
 期間 7月12日（火）～26日（火）

地区計画素案の縦覧と
意見書の提出（複合産業団地）

複合産業団地地区計画の変更の
素案を縦覧します。意見書の提出
は8月2日（火）。消印有効
 期間 7月12日（火）～26日（火）

認知症への理解促進や認知症
予防の取り組みを支援するた
め、地域団体等に専門職を講師
として派遣します。詳細は市ホ
ームページで
 申し込み  7月20日（水）必着

認知症地域支えあい
推進事業

 募集人数 総合事務…約50人、
他複数職種あり
 採用予定 10月以降随時
 申し込み 7月13日（水）正午まで
 問 市総合コールセンター

市育児休業代替
任期付職員

 募集人数 約15人
 採用予定 5年4月
 申し込み 7月13日（水）正午まで
 問 市総合コールセンター

市会計年度任用職員
（特定事務）

市役所1号館西側（東町115）
に移ります。現中央区役所での
窓 口 受 付 は7月15日（金）ま
で。夜間休日受付は7月19日
（火）8：45まで

7月19日（火）に
中央区役所が移転します

ポートライナーの
ラッシュ緩和への協力で
ポイント100倍

オフピーク乗車か路線バス利用
でスマホアプリ「イイことぐるぐ
る」のポイントが100倍になるキ
ャンペーンを実施中。好評につき
9月末まで延長
 問 KOBEエコアクション応援
アプリ「イイことぐるぐる」運営事務局
（☎0120-990-442
Ⓕ595-6804）

王子公園再整備

神戸市 地区計画素案 縦覧

神戸市 地区計画素案 縦覧

神戸市 認知症地域支えあい

「外部給電・神戸モデル」
の導入補助

災害による停電に備えることを
目的として、自治会所有の集会
所等の天井照明など施設の一
部に給電する「外部給電・神戸
モデル」の導入を補助
 期間 5年2月24日（金）まで。先着順
外部給電・神戸モデル

問 の記載がない
お知らせ記事の問い合わせは
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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 7月12・26日（火）13：30
～16：30（予約制）
②弁護士・社会福祉士
 日時 7月19日・8月2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）

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

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

講 演・講習

里山暮らし相談会

 日時 ①7月13・20・27日・8月
3日（水）11：00～13：00、7月
17日（日）13：00～16：00②
7月17日・8月7日（日）13：00
～16：00③7月8・22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

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 7月16・30日・8月6日（土）
13：00～15：30
③キャリア相談（オンライン有）
 日時 7月21日・8月4日（木）
17：00～19：45、7月23日（土）
9：00～11：45
 問 ☎361-8935 Ⓕ361-6477

子育て世帯生活支援特別
給付金の申請受付を
7月より開始

低所得の子育て世帯に対し、
児童１人当たり５万円の給付金を
支給。申請が必要な方について
は市ホームページで 
 問 特別給付金コールセンター
（☎277-3322 Ⓕ647-9031）

7月の情報ひろば

今年度に45歳または50歳を迎
える、これまでに肝炎ウイルス
検査を受けたことのない方に案
内はがきをお送りします

肝炎ウイルス検査の
ご案内はがきを送付

納期限は8月1日（月）です
 問 固定資産税課
（☎647-9400 Ⓕ647-9429）

固定資産税・
都市計画税（第２期）

①50mプール
7月10・17日（日）、18日（月・
祝）、25日（月）、26日（火）
②25mプール
7月25日（月）、26日（火）

ポートアイランドスポーツ
センターの臨時休館日

7月3日（日）は休業します

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・ネット等に依存してしま
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（予約制）
 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

事業者等を対象に、クリーンエ
ネルギー自動車の導入を補助。
詳細は市ホームページで
 期間 5年3月7日（火）まで。先着順

クリーンエネルギー自動車
の導入補助

一時保育協力者を募集

助け合い等の福祉の心を表現した
ポスター、障害者週間のポスター、
障害のある人とない人との心の触れ
合い体験等をつづった作文を募集
 申し込み  ７月１日（金）～９月８日
（木） 必着 

心の輪を広げる体験作文・
愛の輪ポスター等の募集

受給中で更新希望の人は7月1
日（金）から手続きを。対象者には
更新申請書等を送付します  

重度心身障害者介護手当の
更新申請

女性のためのＤＶ相談室

☎382-0037
 日時 9：00～17：00

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

埋蔵文化財センターの講座

①連続講座「こうべ考古学」
　こうべ発掘最前線
 日時 7月23日（土）14：00～
 料金 無料
 申し込み　当日先着順
②体験！考古学
 対象 小学校4年生以上（小学
生は保護者同伴）
 日時 7月24日（日）・7月30日・8月
6・27日（土）10：00～・14：00～、
8月11日（木・祝）・20日（土）10：00～
 料金 有料
 申し込み  往（〒651-2273糀
台6-1）かⒻで。開催日の15
日前まで必着。抽選
 問 市総合コールセンター

神戸港・金沢港連携協定記念
神戸市民クルーズの募集

「ぱしふぃっくびいなす」で巡る瀬
戸内海と日本海クルーズ3泊4日
 期間 9月12日（月）～15日（木）
 申し込み 7月8日（金）～先着順。電
で郵船トラベル（☎251-6218）へ

©篠本秀人

 日時 8月25日（木）13：30～
 場所 文化ホール
 料金 無料
 申し込み  Ⓦで。先着順
 問 市総合コールセンター

心かよわす市民のつどい
「東小雪氏講演会」

 日時 10月8日（土）14：00～16：00
 場所 産業振興センター
 料金 無料
 申し込み　㋱かⓌで西市民病院
（㋱w_kouza@kcho.jp）へ。7
月8日（金）～。先着順
 問 ☎576-5251 Ⓕ579-1920

市民公開講座「Withコロナ
時代の病気へのそなえ」

HUG+展2022作品募集

9月に開催するＨＵＧ+展（第6回
こうべ障がい者芸術フェスタ）に
展示する作品を募集します。詳
細・応募は市社会福祉協議会の
ホームページで
 申し込み  7月15日（金）必着
 問 障害者スポーツ振興センター
（☎271-5330  Ⓕ271-5367）
HUG展2022

胸部Ｘ線健診で、石綿（アスベス
ト）ばく露による健康不安のある
方の調査を実施します
 申し込み 10月31日（月）まで

石綿読影の精度に係る
調査について

神戸市 石綿読影 調査

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～、
予約不要（8月10日（水）を除く）【エ
イズ（即日）】8月20日（土）、要予約
 申し込み  検査日の1カ月前～先
着順 

エイズ・性感染症無料検査

神戸市 エイズ 無料検査

あすてっぷ 一時保育スタッフ

神戸市 心の輪 募集

神戸市 クリーンエネルギー 補助

芸術文化活動助成

芸術文化団体が行う活動に要す
る会場費の一部を助成。事業実
施期間は10月～5年３月。申し込
みはメールまたは郵送で
 申し込み  7月19日（火）～7月
29日（金）。消印有効 
神戸市 芸術 助成

市が主催する講座・イベント時
の一時保育協力者を募集。対象
は6カ月～就学前のお子さんで
す。保育経験のみでもOK
 問 男女共同参画センター
（☎361-6977 Ⓕ361-6477）
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 料金 有料
 申し込み　電か直（②～⑤・⑦～
⑨はⒻも）で。先着順

①川柳・絵手紙・民踊
 場所 東灘区文化センター
 問 ☎822-3431 Ⓕ822-4103

②手結び着付・食育キッチン・
マクラメ
 場所 灘区文化センター
 問 ☎841-1796 Ⓕ821-6913

③手結び・着付け・はじめての
ウクレレ・フラダンス
 場所 葺合文化センター
 問 ☎242-0417  Ⓕ242-4731

④簡単生け花・フラダンス・阿
波踊り体操
 場所 兵庫区文化センター
 問 ☎576-0938 Ⓕ577-7004

⑤茶道・着付（中級）・発酵食品
（味噌・甘酒・コーラ）
 場所 北区文化センター
 問 ☎593-7455 Ⓕ592-2415

⑥木彫り・詩吟教室・手のひら
健康法
 場所 長田区文化センター
 問 ☎643-2436 Ⓕ643-0417

⑦料理・民踊教室・手編み
 場所 須磨区文化センター
 問 ☎735-7377 Ⓕ735-1833

⑧手結び着付・つまみ絵・民踊
 場所 垂水区文化センター
 問 ☎708-8027 Ⓕ706-5895

⑨特別講座 パン教室・琴・つま
み絵
 場所 西区文化センター
 問 ☎991-8325 Ⓕ991-8001

あじさい講座

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、7月8日（金）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。

女性の就労・スキルアップ
支援の講座

 料金 無料
 申し込み Ⓦで。8月23日（火）まで。
先着順
①就労・再就職促進（タイムマネ
ジメント力）
 日時 8月25日（木）10：00～
 場所 あすてっぷKOBE
②働く女性のスキルアップ（リー
ダーシップ）【オンライン】
 日時 8月25日（木）14：00～
 問 市総合コールセンター

 対象 中学生以上
 日時 7月24日（日）10：00～
 場所 王子スポーツセンター
 料金 500円
 申し込み　電か直かⓌで。7月8
日（金）～ 20日（水）まで受付。先
着順
 問 ☎802-0223 Ⓕ861-5628

熱中症対策と
「健康“食”生活」お悩み相談

協働の作法を学ぼう！

 日時 ８月3日（水）9：30～17：00
 場所 市民福祉交流センター
 料金 1,000円
 申し込み  電かⒻかⓌか㋱で
市民福祉大学（〒651-0086
磯上通3-1-32㋱daigaku@
with-kobe.or.jp）へ。7月20日
（水）必着。抽選
 問 ☎271-5300 Ⓕ271-5365

夏休み体験教室

 場所 しあわせの村（7月31日（日））、
総合福祉センター（8月3日（水））
 料金 無料
 申し込み  はか電かⒻか直か㋱
で 市 民 福 祉 振 興 協 会（〒
651-1106しあわせの村1-1㋱
udm@shiawasenomura.org）
へ。7月9日（土）必着。抽選
①こども手話教室
 対象 小学1～6年生
 日時 7月31日（日）・8月3日（水）10：00～
②こども点字教室
 対象 小学4～6年生
 日時 7月31日（日）・8月3日（水）13：00～
 問 ☎743-8193 Ⓕ743-8180

婦人会館あじさい講座

 申し込み　電かⒻで。先着順
①リラックスヨガ
 日時 7月8・22・29日（金）15：00～
 料金 1,000円
②元気に百年いきいき「腰痛」
の原因と対処法！
 日時 7月22日（金）14：30～
 料金 無料
 問 ☎351-0861 Ⓕ351-0862

親子で学ぼう救急講座

 対象 3歳以上～小学生と保護者
 日時 7月31日（日）13：30～
 場所 磯上体育館
 料金 500円
 申し込み　はでシンコースポーツ
兵庫株式会社（〒651-0087御
幸通４-２-20）へ。7月1日（金）
～14日（木）消印有効。抽選
 問 ☎272-3701
Ⓕ272-3702

 対象 ①未就学児 ②小学1～3年生
 日時 7月25日（月）～27日（水）
①11：00～②9：45～
 場所 磯上体育館
 料金 2,700円
 申し込み はでシンコースポーツ
兵庫株式会社（〒651-0087御
幸通4-2-20）へ。7月14日（木）
消印有効。抽選
 問 ☎272-3701 Ⓕ272-3702

夏休み短期体操教室

 日時 7月17日（日）9：00～
 場所 JR新神戸駅1階集合
 料金 無料
 申し込み 当日受付
 問 市総合コールセンター

市民山のハイキング
「布引山夏の散策路を楽しむ」

スポーツ

 日時 8月16日（火）・17日（水）18：00～
 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。7月11日（月）消印有効。抽選
 問 ☎795-5589 Ⓕ793-6881

オリックス対ロッテ戦
無料招待

 対象 飛び込みスタート経験の
ある100m以上泳げる小・中学
生、50m以上泳げる高校生以上
 日時 7月23・30日（土）、24・31
日（日）
 料金 小・中学生300円、高校生
以上650円
 問 ☎302-1031 Ⓕ302-1032

ポートアイランドスポーツ
センター水泳スタート練習会

障害者陸上教室

 対象 中学生以上の障害者手帳
保持者
 日時 10月13日（木）～5年2月16
日（木）17：00～・18：00～。各5回
 場所 ユニバー補助競技場
 料金 1,100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。8月31日（水）
必着。抽選
 問 ☎271-5330 Ⓕ271-5367

 対象 18歳以上
 日時  9月4日（日）～、日曜10：00
～。全9回
 場所 ひょうご盲ろう者支援センター
 料金 無料（教材費別）
 申し込み  Ⓕか㋱か直で同セン
ター（〒652 - 0802水木通
2-1-9  Ⓕ579-7603  ㋱
db-kobe@nifty.com）へ。7月
29日（金）必着。抽選
 問 市総合コールセンター 

盲ろう者向け通訳・
介助員養成講座

コミスタこうべの講座

 料金 無料
 申し込み  電か 直か㋱（comista
@kobe-spokyo.jp）で。7月5日
（火）～9日（土）まで受付。抽選
①ズンバを踊って気分転換！
 日時 8月４日（木）19：00～
②市政リレー「生物多様性が
　支える私達の生活」
 日時 8月16日（火）10：00～
 問 ☎251-4731 Ⓕ251-4733

 日時 8月11日（木・祝）10：00～
 場所 神鉄・西鈴蘭台駅集合
 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。7月19日（火）必着。抽選
 問 ☎261-3620 Ⓕ261-8020

ファミリーウオーキング～
鈴蘭台・石井ダムから鵯越へ

 対象 60歳以上の受講可能な市民
 日時 9月9日（金）～10月25日
（火）全11回
 場所 市生涯学習支援センターほか 
 料金 5,000円
 申し込み  はでスポーツ企画課
（〒650-8570住所不要）へ。8
月5日（金）必着。抽選
 問 市総合コールセンター

生涯体育大学
受講生募集

 料金 無料
 申し込み　先着順
①NPO法人設立の基礎を学ぼう
 日時 7月9日（土）13：30～
 場所 貸会議室レンタルスペー
スジェム（中央区元町通）
②NPO会計の基礎を学ぼう
 日時 7月22日（金）13：30～
 場所 中央区文化センター
 問 ☎841-0310 Ⓕ841-0312

NPO法人コミュニティ・
サポートセンター神戸の講座



全市版 広 報 紙1 2

自然観察講座展
in森林植物園

 日時 7月16日（土）～８月21日（日）
9：00～17：00
 料金 入園料のみ
 問 ☎591-0253 Ⓕ594-2324

お試し居住で
里山暮らしを体験

光の森
～Forest of Illuminations

 日時 ７月16日（土）～８月31日（水）
 場所 布引ハーブ園  ロープウェイ
 料金 入園料のみ
 問 ☎271-1160 Ⓕ271-1180

3年ぶりに
海水浴場がオープン！

高校生等通学定期券補助
制度が9月から始まります

対象期間の通学定期券額の合計
が84,000円を超える場合に、超
える部分の2分の1を補助。子育て
世帯の負担を軽減し、子どもたち
の進路の選択肢を広げます
 対象 対象期間中に、市に住民登録のある
高校生など（18歳になる年度の末日まで）
 対象期間 4年9月1日（木）～5年3
月31日（金）
 申し込み 5年1月4日（水）～4月14
日（金）にe-KOBEで。転入・転出等
のあった方は書面で。申請には、定
期券面の写真が必要
詳細は
 問 市行政事務センター
高校生等通学定期券補助係
（☎291-5952 Ⓕ381-6675）

特殊詐欺対策電話機の
購入補助を開始

新たな手口が増えている特殊詐
欺。その対策として、特殊詐欺対
策機能のある機器を利用すること
が有効です。市では、7月1日（金）
から特殊詐欺対策電話機等の購
入補助を開始します
 対象 市内在住の65歳以上の人
 補助上限額 特殊詐欺対策機能の
付いた①固定電話機8,000円②
外付け機器4,000円
詳細は

 問 市総合コールセンター

とうもろこし狩り

北区
おお
大 ぞう沢町・は

八 た多町で、とうもろ
こし狩りが楽しめます。もぎたて
のとうもろこしの糖度はフルー
ツ並みだとか。甘くてみずみずし
い北区のとうもろこしを、自分で
収穫して味わってみませんか
 日時 6月25日（土）～８月上旬
 場所 北区大沢町・八多町
 料金 5本1,200円
 申し込み 電で各農園へ
詳細は
 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

 場所 ①③ポートターミナル②中
突堤旅客ターミナル
①にっぽん丸
 日時 ７月８日（金）10：00入港・
19：00出港、11日（月）9：00入港・
16：00出港、15日（金）11：00入港・
17：00出港、18日（月・祝）9：00入
港・11：00出港
②飛鳥Ⅱ
 日時 ７月９日（土）9：00入港・17：00
出港、14日（木）9：00入港・17：00
出港、18日（月・祝）9：00入港・17：
00出港
③ぱしふぃっくびいなす
 日時 7月23日（土）13：30入港・
21：20出港、25日（月）9：00入港・
19：00出港
 問 市総合コールセンター

主なクルーズ客船入港情報

 申し込み ⓦで。7月13日（水）ま
で受付。抽選
 料金 無料
①水質試験所の仕事ってどんな
もの？
 対象 中学生
 日時 8月10日（水）13：00～
②浄水場のバックヤード
 対象 小学生（保護者同伴）
 日時 8月17日（水）14：00～
 問 市総合コールセンター

水道局の裏側体験ツアー

遊歩道なども整備された美しい海
岸で、海水浴が楽しめます。須磨海
水浴場には、JR須磨駅前と須磨海
浜水族園前に、お酒の持ち込みや
飲酒を禁止し、子ども連れでも安
心して楽しめる「スマイルビーチ」
を設置
 場所 須磨海水浴場・アジュール舞
子海水浴場
 期間 7月7日（木）～8月28日（日）
詳細は

 問 市総合コールセンター

 対象 16歳以上
 日時 9月11日（日）9：00～16：00
 場所 しあわせの村　
 料金 1,000円
 申し込み は（〒651-1106しあわ
せの村1-2）へ。8月5日（金）必着。
抽選
 問 市民福祉振興協会
（☎743-8193 Ⓕ743-8180）

ふれあい卓球大会

 対象 小学3～6年生
 日時 8月18日（木）10：00～
 場所 中央体育館　 料金 500円
 申し込み ⓦで。8月4日（木）必着。抽選
 問 ☎341-7971 Ⓕ341-7974

ジュニア卓球教室

特別展
「秘蔵の小磯良平一
武田薬品コレクションから」

 日時 9月25（日）まで
 場所 小磯記念美術館
 料金 有料（高校生以下無料）
 問 市総合コールセンター

アート林間学校

 日時 ７月23日（土）～31日（日）
 場所 海外移住と文化の交流セ
ンターほか
 料金 有料
 申し込み ㋱でC.A.P（info@cap-
kobe.com）へ
 問 ☎Ⓕ222-1003

神戸市  高校生定期券補助

神戸市  特殊詐欺対策電話機
須磨海水浴場 神戸市  とうもろこし狩り
アジュール舞子

迷惑電話
警告中！

催　し

 対象 農村移住や農村でのビジ
ネスに関心のある方
 日時 ５年３月３１日（金）まで
 場所 ヌフ松森医院（北区淡河町
野瀬４９２）
 料金 ２泊３日５，０００円～（材料
費等含む）
 申し込み 電でヌフ松森医院（☎
０８０-６６１９-６５２７）へ
 問 市総合コールセンター

7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、7月8日（金）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。

①まやビューライン
②六甲有馬ロープウェー

往復乗車券

往復乗車券（2人1組）を各5人ずつに
プレゼント（①②どちらかを記載してく
ださい）。この夏、避
暑地「六甲山・摩耶
山」へ家族や友人と
訪れてみませんか。

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」「青少年科学館」「①まやビューライ
ン」「②六甲有馬ロープウェー」「神戸ファッション美術
館」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 Ⓕ322-6007
 　 kouhoushi_kobe@office.city.kobe.lg.jp）
へ。7月8日（金）消印有効。抽選

六甲山上にある泊まれる森の
シェアオフィス「ロコ●●●」

ヒントは2,3面

問 題

編集：広報戦略部

 申し込み 直かⒻか電ですまい
るネットまたはⓦで。①7月16日
（土）②7月23日（土）必着。抽選
①まなぼ！つくろ！わりばしでつ
くる“夢の家”
 対象 小学生と保護者
 日時 7月30日（土）13：30～
 料金 200円
②クイズや工作で学ぶ！家の中
のムシや微生物ワールド探検
 対象 小学校低学年とその保
護者
 日時 8月13日（土）14：00～
 料金 300円
 問 ☎647-9911  Ⓕ647-9912

すまいるネットの催し

 日時 7月23日（土）11：00～17：00
 場所 ハーバーランドumie セン
ターストリート1階ほか
 料金 無料
 問 市総合コールセンター

客船フェスタ2022

広報紙KOBEは、毎月月初めまでに各ご家庭にお届け！ 次号は「多文化共生」をご紹介

Kobe Love Port ·
みなとまつり

 日時 7月17日（日）・18日（月・祝）
 場所 メリケンパーク
 問 実行委員会
（☎303-0072 Ⓕ303-0175）

親子木工教室

 対象 小学生と保護者
 日時 7月24日（日）10：00～
 場所 コミスタこうべ
 料金 無料
 申し込み 電か直で
リサイクル工房あ
づまへ 。7 月 8 日
（金）から。先着順
 問 ☎Ⓕ221-3144

ホール見学「舞台のつくり
方編 宙（ソラ）のソラミミ」

 日時 7月31日（日）18：00～
 場所 文化ホール
 料金 無料
 申し込み Ⓕかⓦで。先着順
 問 文化ホール
（☎351-3397  Ⓕ351-3121）

大人服交換会

漁業デー 魚と野菜の販売
垂水漁港

 日時 ７月20日・８月３日（水）
 場所 水産会館
 問 市総合コールセンター

Slow Life Place 2022
～ひまわりマルシェ

 日時 7月30日（土）11：00～16：00
 場所 計算科学センター駅北緑地
 料金 入場無料
 問 市総合コールセンター

心かよわす親子映画大会
「漁港の肉子ちゃん」上映

 日時 8月３日（水）10：00～、
13：30～
 場所 文化ホール
 料金 無料
 申し込み ⓦで。先着順
 問 市総合コールセンター

速報展示
「こうべ発掘最前線
～令和３年度の調査から」

 日時 ７月23日（土）～８月28日（日）
 場所 埋蔵文化財センター
 料金 無料
 問 市総合コールセンター

フードサポートこうべ
食料品等配布と
生活相談会

 対象 生活にお困りで食料支援
や生活相談をご希望の方
 日時 7月30日（土）10：00～
15：00
 場所 サンボーホール
 料金 無料
 申し込み 当日先着順
 問 市総合コールセンター

 日時 7月23日（土）15：00～20：00
 場所 相楽園
 料金 入園料のみ
 問 ☎351-5155  Ⓕ361-7307

夕涼みの会

人　口：1,512,287（＋1,244）

世帯数：742,575（＋2,011）

面　積：557.03 ㎢（ -  ）

神戸市のデータ
〔令和4年6月1日現在（前月比）〕

�

トマト
スイートコーン
ナス

「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
はトマト・スイートコーン・ナスの詰め
合わせを10人にプレゼント。

�
青少年科学館　招待券

招待券（2人1組）を5人にプレゼン
ト。美しい星空の再現から、宇宙空
間への旅も可能になったプラネタリ
ウムドーム
で、全く新し
い

そら
宙を体験

してみませ
んか。

�

神戸ファッション美術館

特別展「生誕100年

山下清展―百年目の

大回想」 招待券

招待券（2人1組）を5人に
プレゼント。激動の昭和を
自然体で生き抜いた天才
画家山下清の作品をご体験ください。
期間 6月25日（土）～8月28日（日）

�

 日時 ７月２３日（土）～２５日（月）
１０：００～１６：００
 場所 リサイクル工房ほくしん
 申し込み 当日受付
 問 ☎Ⓕ９８７-３１４４

本紙の情報は6月14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。


