神戸 10

東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・
須磨区・垂水区・西区

神戸版の問い合わせは
神戸県民センター県民交流室
企画防災担当へ
〒653-8767 神戸市長田区二葉町5-1-32

月号

ホームページ 神戸県民センター

078(647) 9073
078(642) 1010

困ったとき、まずは［さわやか県民相談］へ
な や み ゼロ

0120（16）7830

078（360）8511

【受付】平日
（祝日等を除く）
9時〜17時30分
フリーダイヤルは携帯電話からはつながりません

ジャズが 彩る神 戸の秋
日本のジャズ発祥の地といわれる神戸では、一年を通じてさまざまなジャズイベントが開催されています。神戸県民センターでも、
ジャズイベントを開催し、街の魅力づくりに取り組んでいます。芸術の秋に、
「ジャズの街神戸」
に出掛けてみませんか。

10月31日㊏ 兵庫津ジャズライブ

11月7日㊏ １DAY JAZZ ROAD

無料

県庁発祥の地である兵庫区新川運河横のキャナルプロ
ムナードで
「兵庫津ジャズライブ」
を開催します。

無料

市立王子動物園から県立美術館を結ぶミュージアム
ロードの2会場で
「１DAY JAZZ ROAD」
を開催しま
す。芸術文化施設が集まるストリートでジャズの生演
奏を楽しんでください。※①②ともに小雨決行

プロミュージシャン、
アマチュアジャズバンドによる生演奏

①JR「灘」駅北側広場

◆時間＝11時30分〜16時
（小雨決行）
◆出演＝柏谷淳カルテット ほか

◆時間＝12時30分〜16時

◆最寄り駅＝神戸市営地下鉄海岸線
「中央市場前」
駅

②県立美術館展示棟南側
「Sun Sisterなぎさ」横

新川運河キャナルプロムナード

◆出演＝市立原田中学校、アマチュアジャズバンド

イオンモール神戸南1階キャナルコートにおいて
「神戸とジャ
ズの歴史」
のパネル展示も同時開催。時間10時〜17時。

◆時間＝11時〜12時

◆出演＝高橋知道クインテット

※イベント開催に当たり、検温、座席とステージの十分な距離の確保、アルコール消毒などの対策をします。皆さ
んも、県の新たな生活様式
「ひょうごスタイル」
を取り入れ、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に協力をお
願いします
※イベント開催については今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況、社会情勢を考慮し判断します。やむを得ず
開催中止となることもあります。詳しくは 神戸県民センター

神戸県民センター県民・産業振興課

その他イベント情報はJazz Town Kobeでチェック！

Jazz Town Kobe

「Jazz Town Kobe」
は、神戸のジャズスポットやイベント情報、歴史などを発信する情報サイト
です。市内ジャズスポットのライブスケジュールをカレンダー形式で確認できるページも有り。

078（647）9092

078（642）1018

移転１周年 神戸生活創造センターを楽しむ

◆営業時間＝9時〜21時
（日曜、祝休日は17時30分まで）
神戸市長田区二葉町5-1-32 新長田合同庁舎1階

神戸生活創造センターは、県民の皆さんが生涯学習や地域づくりに活用できるさまざまな機能を備えた施設です。今回は新たな取り組みや利用方法を紹介します。

図書コーナー

キッチン

ゆっくり本を選べる図書コーナーには、
「まちづくり・関西」
「自己啓発」
「ライフスタイル」
「遊・知・美」
「ストーリー」
の5つのテーマでセレクト
した図書や雑誌、長田ゆかりの作家らによる書籍などをそろえていま
す。一度に3冊まで、2週間貸し出しでき
ます。マットの上で座って絵本や児童書
を楽しめるキッズスペースも。9月から
は、本好きさんが集って、おしゃべりやお
すすめの本を紹介し合う新たなイベント、
「神戸のんびり読書会」
も始まりました。

お料理レッスンやランチミーティング、
持ち寄りパーティーなどでも利用可能
なキッチンには、安全なオール電化のシ
ステムキッチン
を備え付けてい
ます。食事を伴
わない活動での
利用も増えてい
ます。

県立神戸生活創造センター

新開地・兵庫津・新長田ウオーク&ラジオ
3都の魅力に触れるまち歩き(約10㌔)の参
加者を募集。ウオークの様子は歴史家の田
辺眞人さん出演番組
（ラジオ関西
（ＡＭ558、
ＦＭ91.1）
）
で放送 ウオーク＝11月29日㊐
9時〜13時頃、ラジオ＝10時〜12時 湊川
公園〜新長田合同庁舎 30人（抽選）※結
果は当選者にのみ通知 無料
11月6日
㊎
（必着）
までに①参加者
（2人まで）
の氏名、
年齢、性別②代表者の住所、電話番号をはが
き、ファクス、ホームページで〒650-8580
神戸市中央区東川崎町1-5-7ラジオ関西「3
都ウォーク」
係へ 078
（362）
7375 078
（362）
7405 詳しくは 神戸県民センター

その他の施設

有料

078（647）9200

10月は「近畿府県不正軽油
追放強調月間」です
近畿2府4県では、軽油引取税の脱税防
止のため、路上や事業所等で軽油抜き
取り調査等を集中的に実施します。
◆不正軽油はエンジンの損傷・環境汚染
等を招き、健康や生活を脅かす犯罪行
為です。
◆不正軽油の製造・販売は脱税行為です。
◆不正軽油の製造に使われると知って、
その原材料、薬品、工場等の土地・設
備を提供した人も罰せられます。
神戸県税事務所 078（647）9147
078
（642）
1021

絵画や写真、アート作品などを展示発表できる展示ギャラ
リーは、最長で月曜から日曜までの1週間利用することが
できます。その他、ダンスやエクササイズに利用できるス
タジオや講座研修室（有料）、
登 録 団 体 の み 利 用 できるグ
ループ活動ブース、印刷室等
（無料）
があります。皆さんの活
動の拠点として、ぜひ利用して
ください。

078（642）1051

フェニックス共済の案内
フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制
付が受けられます
度)は、自然災害から住宅や家財を守る制
(公財)県住宅共済再建基金 078
度です①地震、津波、豪雨、台風、地滑り、 （362）
9400 078
（362）
4082、神戸県
竜巻等、あらゆる自然災害による被害が
民センターフェニックス共済担当 078
対象です②住宅の築年数や規模、構造等 （647）
9074 078
（642）
1010
と関係なく、定額給付です③地震保険や
詳しくは フェニックス共済
他の共済に加入していても加入でき、給
区

分

加入対象

住宅再建共済

家財再建共済

一部損壊特約

県内に住宅を所有している人 住宅再建共済制度加入者のうち希望される人

県内に居住している人※1

年額負担金※2

5,000円

500円

1,500円（住宅とセット加入の場合1,000円）

被害認定

半壊以上（損害割合20％以上）

一部損壊（損害割合10％以上〜20％未満）

半壊以上または床上浸水

最高給付金

600万円

25万円

50万円

※1 家財再建共済は借家
（賃貸、社宅等）
に住んでいる人も加入可

※2 複数年一括支払い加入
（3・5・10年）
や住宅と家財の同時加入による割引あり
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078
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3019
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兵庫県庁 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

https://web.pref.hyogo.lg.jp/

078
（341）
7711㈹

今月号およびバックナンバーは
県ホームページでご覧いただけます。

県民だよりひょうご

再生紙使用

