神戸 12

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

078(647) 9073
078(642) 1010

ホームページ 神戸県民センター
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

おっくう

寒さの厳しい冬、出掛けるのも億劫になりがちですが、
神戸には魅力あふれる冬の風物詩が盛りだくさん。
寒さに負けず、冬の神戸を満喫してみませんか。

神戸舞子クリスマス2020
11月21日

〜 12月25日

県立舞子公園の旧武藤山治邸や舞子海上プロムナード等を、テーブルコーディネートやイルミ
ネーションで彩ります。クリスマスにふさわしいセミナーやワークショップも開催します。観覧無料
（ただし下記入館料が必要。舞子海上プロムナード：平日250円、土曜・日曜・祝休日300円、旧武藤
山治邸：100円 ※いずれもシルバー割引あり。高校生以下無料）
。

旧武藤山治邸

1

舞子海上プロムナード

おうちクリスマス
コーディネート
〜ナイトパーティー〜

2

大人の上品なスワッグ(花や葉を束ね
て壁に掛ける飾り)作り。それに合わせ
たナイトクリスマステーブルを紹介し
ます。仕上げにワインに合うフィンガー
フードの作り方をレクチャーします。
11月25日㊌13時〜15時 2,000
円
（入館料込み） 10人
（先着）

おうちクリスマス
コーディネート
〜ティーパーティー〜

大人かわいいクリスマスボックスアレ
ンジ作り。それに合わせた心躍るデイ
テ ー ブ ル を 紹 介しま す 。仕 上 げ に
ティーフードの作り方をレクチャーし
ます。
12月9日㊌13時〜15時 2，
000
円
（入館料込み） 10人
（先着）

3

Christmas
AfternoonTeaの
楽しみ方

女性に大人気のアフタヌーンティー。
2 種 類 のお茶を楽しみながらアフタ
ヌーンティーマナーやクリスマステー
ブルのアレンジの仕方等のレッスンを
します。
12月16日㊌13時〜15時 2,000
円
（入館料込み） 10人
（先着）

旧武藤山治邸とは
実業家の武藤山治が明治40年に建設した木造2階建ての西洋館。当時のス
テンドグラスや暖炉などが残っており、明治期の住宅形式や当時の実業家の
生活を感じることができます。国の登録有形文化財。

●テーブルコーディネートの展示
(9時〜18時)
●県洋菓子協会の協力による創作スイーツ
の特別展示(9時〜18時)

セミナー・ワークショップは要予約
旧武藤山治邸
078（785）8610へ
同園管理事務所 078（785）5090
078（785）5109

(❶❷いずれも当日の飲食なし。作成したものは持ち帰ってもらいます)

神戸新開地・喜楽館

写真講座

南京町

冬休み親子落語鑑賞会

「六甲山を スマホで クローズアップしよう！」

南京町ランターンフェア

昼席に親子を招待します 県内在住の小
学4年生〜高校3年生と保護者（2人1組）
12月25日㊎〜29日㊋14時〜16時頃
同館 各日5組
（抽選） 無料
12月
9日㊌
（必着）
までに、住所、氏名
（2人分）
、学
校名、学年、電話番号、希望日
（第3希望ま
で）
を往復はがき、ホームページで神戸県
民センター産業振興担当〒653-8767 神
戸市長田区二葉町5-1-32へ※1組1回限り
078
（647）
9086 078
（642）
1018
詳しくは 神戸県民センター 新着情報

スマートフォン(必携)で接写した
写真に講師からアドバイスをも
らいます 1月30日㊏10時30
分 〜 1 2 時 2 0 分 六 甲 山ビジ
ターセンター 20人(抽選) 無
料
1月8日㊎(必着)までに住
所、
氏名、
性別、
年齢、
電話番号を郵送、
ファクス、
Eメールで神
戸県民センター六甲山クローズアップ係〒653-8767 神戸
市長田区二葉町5-1-32へ 078
（647）
9094
（平日9時〜
17時） 078
（642）
1018 ｋｏｂｅ̲ｋｅｍ@ｐｒ
ｅ
ｆ.ｈｙｏｇｏ.ｌ
ｇｊ
.ｐ
詳しくは 六甲山ビジターセンター

南京町広場を中心に、
中
ちょうちん
国 提 灯をつるし夜 の 風
情を演出します。今年は
「長崎ランタンフェスティ
バル」の大型ランタンを
広場あづまや内に展示
予定。クリスマスイルミネーションとはひと味違う
東洋の暖かな光の中で散策を楽しんで。点灯式に
ついては未定 11月30日㊊〜12月23日㊌
（点灯
時間は日没後16時頃〜22時頃） 南京町商店街
振興組合 078
（332）
2896 078
（332）
2897

スマホで婚活 はばタン会員募集
神戸出会いサポートセンターでは、スマートフォ
ンを活用した自宅閲覧により1対1のお見合い
機会を提供することで、婚活を支援しています
年額5,000円
（20代は3,000円） 同センター
（火曜・水曜9時〜19時、土曜・日曜9時〜17時
15分） 078（381）6820 078（381）6829
詳しくは ひょうご出会いサポートセンター

阪神シニアカレッジ4月入学生募集
神戸・阪神地域在住の56歳以上の人◆4年
制＝園芸・健康・国際理解の3学科 各50人
（抽
選） 受講料年額5万円
（別途入学金等が必要）
◆2年制＝阪神ひと・まち創造講座 30人
（抽
選） 受講料年額2万5,000円(別途入学金等
が必要)
1月4日㊊〜8日㊎に所定の申込
書を郵送、持参で〒665-0032 宝塚市東洋町
2-5同カレッジ事務局へ 0797
（26）
8001

土砂災害特別警戒区域等の指定について
西区と垂水区において、土砂災害防止法
に基づく土砂災害特別警戒区域等を指定
します。指定に先立ち、次の場所で指定案
を閲覧できます 西区：12月2日㊌〜16
日㊌、垂水区：12月16日㊌〜1月6日㊌い
ずれも平日8時45分〜17時30分 神戸
土木事務所公園砂防課、神戸市建設局防

災課※西区のみ：神戸市西区役所総務課、
神戸市西建設事務所※垂水区のみ：神戸
市垂水区役所総務課、神戸市垂水建設事
務所 神戸土木事務
所公園砂防課 078
（737）2164 078
（735）
1362
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兵庫県広報戦略課

078
（362）
3019

078
（362）
3903

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

