
 お知らせ お知らせ

掲載イベントなどの開催について
新型コロナウイルス感染症の影響による
イベントなどの延期・中止は、各問い合わ
せ先に確認してください。

令和５年度「芝田カナヱ・和江基金」
児童福祉事業助成

長田区一斉クリーン作戦(12月4日)
の軍手・ゴミ袋を配布します

催し

第9回リフレッシュセミナー

ボランティアのための
コミュニケーション術

糖尿病教室

講演・講習

しんながた図書館だより

ピフレdeアートVol,10 
坂本彩ピアノリサイタル

善意銀行（8月分・順不同・敬称略）
株式会社マルハン、
長田区総務部保険年金医療課親睦会
ありがとうございました。

サロンコンサート
第366回

日時 11月15日(火)､16日(水)
　　　9:00～12:00､13:00～15:30
場所 区役所7階大会議室
問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

すくすく赤ちゃんセミナー

親子の学び教室
「えいごであそぼう①」

あおぞら☆きょてんじどうかん
「クリスマス」

子育て
民間福祉団体等が区内で実施する児
童福祉事業・活動を支援します。（申請
要件・審査あり）
※詳細は、問のホームページ参照。申
請を検討される場合は事前に必ず問へ
助成上限額  １団体50万円
申し込み 1月13日(金)までに   か直接
　　　　　問へ
問区社会福祉協議会
   n-syakyou4@neo.famille.ne.jp
☎ 511-4277　Ⓕ574-2427

　　

場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料
申し込み 不要
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～　Ⓑ小学生～
日時 11月5日(土)､11月19日(土)
       Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 8名（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 11月12日(土)､ 11月26日(土) 
       14:00～14:30
定員 8名（先着）
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子供と保護者
日時 11月16日(水) 10:30～11:00
定員 5組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子供と保護者
日時 11月25日(金) 10:30～11:30
定員 5組（先着）
●雑誌リサイクルフェア
当日は9時45分より整理券を配布。
※整理券の記載時間のみ入場可能
対象 一般、児童
日時 11月6日(日) 10:00～16:00
    （滞在可能時間20分、各時間帯10
      名 まで入場可能）
問新長田図書館
☎691‐1600　Ⓕ691‐2181

システム更新のため12月29日(木)か
ら1月30日(月)まで図書の貸出・返却・
予約・検索等を休止します。ただし児童
書・雑誌・新聞の閲覧等、サービスを限
定し「部分開館」を行います。「部分開館」
のスケジュールは後日公表します。
問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

長田区内にある障がい者支援事業
所で作った自主製品の販売を行い
ます。
日時 Ⓐ11月4日(金)10:30～13:30
　　　Ⓑ11月25日(金)10:30～13:30
場所 Ⓐ新長田合同庁舎1階
　　 Ⓑ長田区役所芝生広場
問しんながた障害者相談支援センター
☎611-8860　Ⓕ611-8861

対象 幼児（概ね１歳から３歳まで）と
      その保護者
日時 11月11日(金)10:30～12:00
場所 長田区文化センター４階
      文化教室
定員 10組程度（先着）
申し込み ☎・Ⓕまたは直接問へ
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436　Ⓕ643-0417

対象 ボランティア活動に関心のある方
日時 12月9日(金)13:30～15:30
場所 長田区役所７階大会議室
料金 無料
申し込み 11月25日(金)までに直接問へ
定員 ３０名（先着）
問長田ボランティアセンター
☎574-2408　Ⓕ574-2427

演題 谷五郎のちょっといい話
日時 12月2日(金) 14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
講師 谷五郎（ラジオパーソナリティ）
料金 無料
定員 100名（先着）
申し込み 11月11日(金)15:00～12月1日
　　　　（木)に☎か直接問へ
問長田公民館　☎575-1374

対象 血糖値が高い人やそのご家族など
日時 11月21日(月)からYouTube配
　　 信で開催予定
料金  無料
問神戸市立医療センター
   西市民病院総務課
☎576-5251　Ⓕ576-5358

ながた☺☺ ( にこにこ )マルシェ
「スイミー」開催のお知らせ

日時 11月16日(水) 12:20～12:50
場所 区役所７階区民ギャラリー
出演 中谷彩花（ピアノ）
曲目 月の光(ドビュッシー)
      ワルツ第５番大円舞曲(ショパ
       ン)ほか
料金 無料
申し込み 不要
問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

市立図書館からのお知らせ

オデッサ・バレエ団ダンサーによる
「バレエ公演とワークショップ」
バレエ大国のウクライナから避難
しているオデッサ・バレエ団のダン
サーによるバレエの公演とワーク
ショップを開催します。公演は下記
の通り行います。
※ワークショップについては問まで。
日時 11月12日(土)、13日(日)
 　　 17：30開演（17：00開場）
場所 ArtTheater dB KOBE
　　（アスタくにづか4番館東棟4階）
料金 前売2,000円
       (小学生以下1,000円)
        当日2,500円
       (小学生以下1,500円)
定員 100名(先着)
問NPO法人DANCE BOX
☎646-7044　Ⓕ646-7045

日時 11月25日（金)
　　　19:00開演（18:30開場)
場所 長田区文化センター別館 ピフレホール
出演 坂本彩、崎谷明弘(ゲスト)
曲目 W.A.モーツァルト：キラキラ星変奏曲
      J.ブラームス：ハンガリー舞曲集より
     ほか
料金 一般前売2,500円、一般当日
       3,000円、学生1,000円
問長田区文化センター別館 ピフレホール
☎621-1120

専門のスタッフが子育てのはてな？や
不安にお答えする育児セミナーです。
対象 5～7か月の赤ちゃんと保護者
日時 11月10日（木）13:30～15:40
      （受付13:15～）
場所 長田区役所6階
料金 無料
定員 各回10組程度（先着）
持ち物 母子手帳、すくすくハンドブック
申し込み 4か月健診時に配布した申込書の　　　    
　　　　　の提出または直接問へ（予約制）
問区保健福祉課  ☎579-2311

申し込みはこちらから▶

内容 すとろべりーじゃむの親子遊び他
対象 乳幼児親子
日時 12月14日(水) 11:00～12:00
場所 長田区役所６階多目的室
申し込み 11月1日(火)から☎か二次元
             コードまたは直接
定員 30組（先着）
協力 長田区主任児童委員連絡会
問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎ 612-3797
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税に関する説明会

安田大サーカス
安田団長による講演会　　　

事業者の方を対象に税に関する説明会等を開催します。
ご希望に応じてお申込下さい。

名称等 日 時 場 所 連絡先

源泉所得税

消費税

年末調整等に関する
研修会  ※要予約

インボイス制度説明会・
登録申請相談会
※要予約

11月24日(木)
14:00～16:00

11月8日(火)・
　 　16日(水)、
12月6日(火)
14:00～16:00

ピフレホール 長田納税協会
☎631-3366

長田税務署
法人課税第１部門
☎691-5108

長田納税協会
長田納税会館３階
（長田区御船通1-2）

長田区若松町4-2-15
ピフレ新長田３階

日時 12月4日(日) 14:00～16:00
場所 長田区文化センター別館ピフレホール
料金 無料
申し込み 11月25日(金)までに☎か二次元コードで問へ
定員 400名（先着）
問兵庫県司法書士会
☎341-6554　Ⓕ341-6567

申し込みはこちらから▶

司法書士制度150周年を記念して
安田団長が語る震災時の体験談、
司法書士による日常のトラブル解
決策を紹介します。
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会場受付時間実施日事業名

　②
精神保健
福祉相談

①健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：00～11：00

11月9日（水）、12月14日（水）

11月24日(木）

11月22日(火)

１４：0０～１5：3０

10：0０～１1：3０

6階

5階

5階

■区役所での乳幼児健診

■区役所での健診など

長田区保健だより

乳幼児健診は、4カ月、9カ月、1歳6カ月（1歳7カ月頃案内）、3歳（3歳3～６カ月頃案内）の成長・
発達の節目の時期に行っています（無料）。
対象者には、個別に健診受診のご案内を送付します。転入された人やご案内が届いていない人
は区保健福祉課〔☎579-2311（内線457・458）Ⓕ579-2344〕へお問い合わせください。

※気象警報（大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪)発令時(午前の事業7：00時点、午後の事業10：00
　時点）は、事業をすべて中止
● ①区保健福祉課 ☎579-2311 Ⓕ579-2344　
　　②区保健福祉課（精神保健福祉相談担当） ☎579-2311 Ⓕ579-2344

■後期高齢者健康診査・神戸市国民健康保険加入者の健康診査（集団健診）
予約 兵庫県予防医学協会 ☎871-7758  Ⓕ871-8048（土日祝除く）　 
内容 問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査（必要に応じて追加検査あり）
対象 ①生活習慣病の治療中でない後期高齢者医療制度加入者
　　 ②30歳および40歳以上の神戸市国民健康保険加入者 
※神戸市国保特定健診受診券は4～5月に発送しています　
※神戸市国民健康保険加入者以外の人は各医療保険者にお問い合わせください　
申し込み 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参　
料金 無料
※令和３年度より、これまで一部の方にお願いしていた自己負担金を廃止し、全ての対象者
　（４０歳～本年度７５歳に達する神戸市国保加入者）に無料で受診いただけるようになりました
※39歳以下については受診要件があります。下の二次元コードからご確認ください

 
※生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は、区生活支援課が受診券を交付します

■その他のけんしん・検査（上記の集団健診会場で同時実施）
•前立腺がん検診／集団検診と同時受診で1,000円、単独受診で1,500円／50歳以上の男性
•胸部X線検査＜結核健診＞／無料／満15歳以上で受診機会のない人、石綿（アスベスト） 
 など健康不安のある人
•肝炎ウイルス検査／無料／40歳以上
•骨粗しょう症検診／1,000円／男性満40歳以上、女性満18歳以上
　※予約不要、当日申し込み可
•風しん抗体検査／風しんクーポン券をお持ちの人対象、クーポン券・本人確認書類必要

  

神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）  

11月1日～12月15日

申

各種相談
区役所法律相談
市総合コールセンター　☎333-3330 Ⓕ333-3314
　日時／毎週木曜12：00～16：00（祝休日除く）※1人20分程度
　場所／区役所3階 3番窓口　定員／20名（先着・要予約）

申し込みはこちらから▶
行政相談 
兵庫行政評価事務所　☎331-9096
日時／11月8日(火)１３：００～１５：００　場所／区役所３階３番窓口
※申し込み不要、先着順 

♯8900（ハヤクオーエン）ひきこもり相談会
神戸ひきこもり支援室　☎♯8900または☎361-3521
hikikomori_shien@office.city.kobe.lg.jp

　対象／ひきこもり状態にある本人、家族など
　日時／11月1日(火)、15日(火)、12月6日(火)　 13:30～、15:00～
　場所／区役所2階相談室　定員／1日2組まで（先着・要予約）　　　　 

無料

チャットボットで、
けんしんの予約・問い合わせが便利に！
神戸市が実施する各種健診・検診についてのチャットボット
サービス（チャット画面に表示された質問に答えることで、
健診・検診に関する必要な情報を案内するもの）を開設し
ています。
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税務相談
近畿税理士会長田支部　☎747- 0588
日時／11月4日(金)13:00～16:00(要予約)　場所／(公社)長田納税協会 チャットボット

成年後見制度の利用手続き相談室
区社会福祉協議会　☎511-4277　Ⓕ574-2427
日時／11月25日(金)13:30～15:30
場所／区役所4階 社会福祉協議会
※新型コロナウィルス感染状況により、電話相談等に変更する場合があります

実施日 受付時間 会　場

11月12日（土）、11月22日(火)、
12月14日(水)

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

長田区文化センター３階

11月30日(水)



キレイな紅葉が
楽しめるのにはワケがある！？
＜獅子ヶ池＞

漁師って、どんな仕事をしてるんだろう。
＜１日漁師体験＞

　　 紹介したい一冊を
        持って集まろう！
＜兵庫県立生活創造センター＞

音楽、アート、屋台など
長田らしい文化を満喫！
＜まちの文化祭＞

みんなでランニングを楽しもう！
＜長田区エンジョイランニング大会＞

　　 丸山地域は、
源　 源平合戦の舞台だった！？
＜長田・まるやまドキドキラーニング（講演会）－歴史編－＞

も、 ！

長田区の北部に位置する獅子ヶ池には秋になると、き
れいな紅葉がみられます。昔は大量の不法投棄物が
放置され、荒れ地と化していましたが、地域住民で結
成された『獅子ヶ池を美しくする会』の日々の清掃活
動で豊かな自然の美しさが保たれています。一度足
を運んでみてはいかがでしょうか。

漁師さんのお仕事が体験できる小
学生向けイベント「親子で楽しめる
長田駒ヶ林漁業体験ツアー」が開
催されます。船に乗ってそこびき
網漁を見学したり、本番さながらの
競りを体験したりできます。
●場所：駒ヶ林浦漁業会集会所・
　　　　長田港

長田区北部に位置する丸山地域があの有名
な源平合戦の舞台の一つとされていることは
ご存じですか？地域史研究で多くの賞を受賞
されている、園田学園女子大学名誉教授の田
辺眞人先生をお招きし、鵯越の逆落と
しを中心とした源平の戦いなどをテーマ
に講演会を開催します。

長田区民に親しまれている新長田
図書館では、長田区在住の総合工
作芸術家ユニット「だるま森＋えり
こ」氏が、絵本「なんだべの木」を紙
芝居に仕立てて上演。また創作楽
器・波流音（はるおん）ハープも演
奏します。
●時間 ：11:00～12:00

兵庫県立神戸生活創造センターの図
書コーナーでは、毎月テーマを変えて
「神戸のんびり読書会」という参加者そ
れぞれで自分の好きな本を紹介し合う
イベントを開催しています。11月に開
催の第26回のテーマはオールジャン
ルです。

※その他イベントについては14面を
　ご確認ください。

◀詳しくは   
　こちらから

詳しくは   
こちらから▶

毎年恒例の小学生対象のランニング大
会が西代蓮池公園で開催されます。エ
ンジョイと名のつくとおり、陸上の経験
問わずだれもが楽しみながらチャレン
ジできる大会です。
●申込期間：10月3日（月）～10月31日（月）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入場は大会関係者に限ります。

長田区南部に位置するふたば学舎で
は、毎年11月に『まちの文化祭』とい
うイベントを実施しています。オープ
ニングパフォーマンスを皮切りに、教
室展示・舞台・屋台コーナーなど様々

なコンテンツを楽
しめるイベントに
なっています。

3年ぶりに開催される第10回神戸マラソン。そんな神戸マラソン
のコースには長田区の若松公園付近やアグロガーデン付近も入
っています。今年の大会では、ランナーへの応援イベントは感染
症対策を講じて実施しますが、一般の沿道応援は
自粛をお願いします。大会当日はコース周辺の交
通規制が行われますので、車の利用を控え、公共
交通機関の利用してください。

３年ぶり！約２万人のランナーがー堂に。
＜神戸マラソン＞

●時間：10:00~16:00  問☎646-8128
◀詳しくは   
　こちらから

詳しくはこちらから▶

      紙芝居と楽器演奏を
          楽しむひととき。
　　 ＜新長田図書館＞

ひばりヶ丘
水道局
配水池

北消防署
ひよどり
出張所

ひよどり台
南町展望
公園

花山町２丁目

長田箕谷線

丸山
ひばり
小学校

獅子が池

●会場 ：丸山コミュニティ・センター
●申込期間 ：10月18日（火）～11月5日（土）
●申込方法 ：①お名前②お電話番号③参加人数を問へ
問☎078-642-3447
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発行/長田区 〒653-8570 長田区北町3-4-3
TEL（078）579-2311    FAX（078）579 -2301  MAIL nagata@office.city.kobe.lg.jp
受付時間 8:45～17:15 ※毎週木曜は19:45まで（引越しに関する手続きや証明書発行など一部の業務）
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こちらからも、情報発信しています！

長田区の姿（令和4年11月1日現在）
人口／93,842人　世帯数／50,369世帯
面積／11.36km2


