
区民広報紙  ながた14

　 
　ながた賞
日常生活の中で自主的に地域に貢献する
活動をされている方に感謝の意を伝える
「ながた賞」の表彰式を2月23日（日・祝）、
ふたば学舎で開催しました。

 　

　長田区の花「サルビア」の種を配布
日程 4月1日（水）～ ※なくなり次第終了
場所 区役所3階まちづくり課
料金 無料　
問区まちづくり課
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

 長田区地域づくり活動助成  　
区民が自ら企画、提案、実施する長田の魅力
ある地域づくりに関する活動を支援します。
助成上限額 30万円（審査あり）
対象期間 4月1日（水）～来年3月31日（水）
申し込み 4月1日（水）～30日（木）にホー
ムページ掲載の申請書を問へ
問区まちづくり課
☎579-2311（内線222） Ⓕ579-2301
　長田区　活動助成　　 　検索

　共同募金・歳末たすけあい募金
昨年の共同募金・歳末たすけあい募金額
は、8,955,303円でした。たくさんのご寄
付とご協力ありがとうございました。
◎赤い羽根共同募金　　5,018,434円
◎歳末たすけあい募金   3,936,869円

 福祉乗車証（※小学生以下対象の
 磁気カード）の交換のお知らせ
日時 4月1日（水）以降の8:45～12:00、
13:00～17:15(土・日曜、祝休日を除く)
場所 区役所2階 健康福祉課3番窓口
必要なもの ①現在使用中の福祉乗車証
（磁気カード）②印かん③下記の手帳や証書
※代理人が手続きをする場合、①③と代
理人の印かん・代理人の本人確認書類が
必要です

※紛失などにより福祉乗車証（磁気カード）
がない人には、4月30日（木）から交付します
※4月に中学1年生になる人は、磁気カー
ドをICカードと交換します
※現在中学生以上で、福祉乗車証（IC
カード）を持っている人は、交換不要です
問市総合コールセンター
☎333-3330 Ⓕ333-3314

　ピフレホールの催し
場所 長田区文化センター別館3階
●わがまちコンサートピフレ
日時 4月17日（金）14:00～16:00
定員 400人（先着）　料金 2,000円
●韓国朝鮮家庭料理
日時 4月25日（土）10:00～12:00
定員 36人（先着）　料金 2,500円
申し込み ☎かⒻか直接問へ
問長田区文化センター別館
☎621-1120 Ⓕ621-0914
※４月１日の指定管理者の変更に伴い、勤
労市民センターの名称が変更になります

 神戸まつり協賛行事（参加者募集）
①長田区民囲碁ボール大会
対象 区内在住、在勤、在学のチーム
（1チーム5人）
日時 4月19日（日）9:00～
場所 区役所7階 区民ギャラリー
定員 20チーム（抽選）　
料金 無料
②長田区民グラウンドゴルフ大会
対象 区内在住、在勤、在学のグループ
（1グループ3人）
日時 5月24日（日）前半の部8:30～、
後半の部10:10～ ※雨天中止
場所 村野工業高校グラウンド
定員 前後半各32グループ（抽選）
料金 無料
申し込み いずれも4月8日（水）までに☎
かⒻかWebで問へ
問市事業・イベント案内センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314
①https://kobecity-official-event.jp/form/1080
②https://kobecity-official-event.jp/form/1081
　長田区 神戸まつり スポーツ  　検索

   しんながた図書館だより
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 4月4日(土) 18日(土)
Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 各20人（先着）

●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 4月25日(土)14:00～14:30
定員 20人（先着）

●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 4月15日（水）10:30～11:00
定員 20組（先着）

●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 4月24日(金)10:30～11:30

●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時 4月25日(土)11:00～12:00
定員 20人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 長田公民館合同開講式・記念公演会
 マリンバスプリングコンサート
日時 4月11日（土）10:00～12:00
場所 長田公民館本館体育室
料金 無料　
出演 神戸マリンバソサエティ
※手話通訳あり　
申し込み 不要
問長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785

　ゴーヤの育て方講習会
講習会終了後、ゴーヤの苗を配布します。
日時 ①5月8日（金）②5月9日（土）③5月
12日（火）いずれも10:00～
場所 ①長田文化センター別館（ピフレ
ホール）会議室A②長田区役所7階 大会
議室③丸山コミュニティセンター
定員 ①③50人②100人（いずれも先着）
料金 無料
申し込み 4月8日（水）から☎かWebで問へ
問市事業・イベント案内センター
☎333-3372
https://kobecity-official-event.jp/form/1082

　子育てシニサポーターの募集
4月以降、だいち小学校・太田中学校校
区のうちJRから南側の長田区地域が駒
ケ林小学校・駒ケ林中学校の校区となり
ます。経過措置などの詳細はホームペー
ジをご覧ください。
問市教育委員会事務局学校環境整備課
☎984-0690 Ⓕ984-0694
　だいち小学校　校区調整　　検索

　児童館すこやかクラブ会員募集
親子のふれあいや交流、仲間づくり（1ク
ラス20組程度）を支援します。
対象 2～4歳児の子どもと保護者（2人1組）
期間 5月第3週～来年3月第2週の週1回
午前中（祝休日、小学校の夏・冬休みを除く）
場所 区内各児童館　
料金 年額3,000円
申し込み 4月10日（金）～20日（月）に児
童館で配布の申込書を直接各児童館へ
※児童館によって上記と異なる場合があ
るため、詳細はホームページに掲載して
いる各児童館にお問い合わせください
問市こども青少年課　
☎322-5210 Ⓕ322-6043
　神戸市 児童館すこやかクラブ　　 検索

  子育てシニサポーターの募集
主に水曜午前中に乳児の託児、小学生の
見守り活動になります。※交通費など支給
対象 74歳までの神戸市民
※5～6月に開催する計3回の養成講座
を受講できる人（詳細は問へ）
場所 細田児童館
申し込み 4月24日（金）までに☎かⒻか直
接問へ　
問細田児童館（区拠点児童館）
☎Ⓕ612-3797

  公園・de・プラザ
おひさまの下、一緒にあそぼう！
対象 0歳から就学前の子どもと保護者
日時 毎月第2月曜11:00～11:30
（祝休日・雨天を除く）
場所 水笠通公園
料金 無料
申し込み 不要
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
      plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp
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長田公民館合同開講式・記念公演会
マリンバスプリングコンサート

長田区文化センター別館の催し

善意銀行1月分（順不同・敬称略）
2・1まちづくり自治会、株式会社マルハ
ン、長楽ふれあいのまちづくり協議会、
青少協室内支部　　
ありがとうございました。

  第350回 サロンコンサート  第350回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／4月15日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／松平舞以（ピアノ）
曲目／春の歌（メンデルスゾーン）、
メフィスト・ワルツ第1番（リスト）ほか
問市事業・イベント案内センター
☎333-3372 

区 分 必要な手帳・証書

身体障害者
(1～4級)

知的障害者

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者

母子世帯

精神障害者
保健福祉手帳

児童扶養手当証書または
ひとり親家庭等医療費
受給者証

新長田勤労市民センター
▼

長田区文化センター本館
別館ピフレホール

▼
長田区文化センター別館

新型コロナウイルスの影響による
掲載イベントなどの開催について 
本紙掲載の内容については、感染拡
大の状況を踏まえ、今後、開催を延期・
中止する可能性があります。
延期・中止となったイベントなどの一
覧は、市ホームページまたはそれぞれ
の問い合わせ先に確認してください。
　神戸市　新型コロナウイルス 　検索
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会場受付時間実施日事業名

精神保健
福祉相談

健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：20～10：40

4月10日（金）、5月8日（金）

4月23日（木）

4月14日（火）・28日（火）、
5月12日（火）

１3：3０～１5：0０

１5：0０～１6：3０

6階

2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（BCG接種同日実施）、9カ月、1歳6カ月（1歳7カ月頃案内）、
3歳（3歳3～4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。転入された方やご案内が届
いていない方は区こども家庭支援課〔☎579-2311（内線457・458）Ⓕ
579-2344〕へお問い合わせください。

実施日 受付時間 会　場

4月21日（火）

5月14日（木）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

長田区文化センター本館
（新長田勤労市民センター）

※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
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2343　

■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月に発送します　
※神戸市国民健康保険加入者以外の方は各医療保険者にお問い合わせください　
申込方法 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参
料金 30歳および65歳以上無料、40～64歳一般世帯300円、非課税世帯無料
※39歳以下の方については、区あんしんすこやか係にご相談ください
※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）
•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）  
　等健康不安のある人
•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
※集団健診受診者は予約時申し込み。単独受診は予約不要、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
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５ （土日祝除く）

4月1日～5月15日
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問市事業・イベント案内センター
☎333-3372
https://kobecity-official-event.jp/form/1082

　子育てシニサポーターの募集
4月以降、だいち小学校・太田中学校校
区のうちJRから南側の長田区地域が駒
ケ林小学校・駒ケ林中学校の校区となり
ます。経過措置などの詳細はホームペー
ジをご覧ください。
問市教育委員会事務局学校環境整備課
☎984-0690 Ⓕ984-0694
　だいち小学校　校区調整　　検索

　児童館すこやかクラブ会員募集
親子のふれあいや交流、仲間づくり（1ク
ラス20組程度）を支援します。
対象 2～4歳児の子どもと保護者（2人1組）
期間 5月第3週～来年3月第2週の週1回
午前中（祝休日、小学校の夏・冬休みを除く）
場所 区内各児童館　
料金 年額3,000円
申し込み 4月10日（金）～20日（月）に児
童館で配布の申込書を直接各児童館へ
※児童館によって上記と異なる場合があ
るため、詳細はホームページに掲載して
いる各児童館にお問い合わせください
問市こども青少年課　
☎322-5210 Ⓕ322-6043
　神戸市 児童館すこやかクラブ　　 検索

  子育てシニサポーターの募集
主に水曜午前中に乳児の託児、小学生の
見守り活動になります。※交通費など支給
対象 74歳までの神戸市民
※5～6月に開催する計3回の養成講座
を受講できる人（詳細は問へ）
場所 細田児童館
申し込み 4月24日（金）までに☎かⒻか直
接問へ　
問細田児童館（区拠点児童館）
☎Ⓕ612-3797

  公園・de・プラザ
おひさまの下、一緒にあそぼう！
対象 0歳から就学前の子どもと保護者
日時 毎月第2月曜11:00～11:30
（祝休日・雨天を除く）
場所 水笠通公園
料金 無料
申し込み 不要
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
      plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

各種相談

区役所法律相談
問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 相談室   　定員／20人（先着・要予約）
　※区ホームページでも予約が可能になりました

行政相談
問兵庫行政評価事務所　☎331-9096　※申し込み不要、先着順
　日時／4月14日（火）13：00～15：00 　場所／区役所３階 相談室

成年後見制度事前相談室
問区社会福祉協議会　☎511-4277 Ⓕ574-2427
　日時／4月24日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

無料

児童館子育てシニアサポーター
募集 公園・de・プラザ

西部衛生監視事務所からのお知らせ

「おやこふらっとひろば ながた」の開設

●狂犬病予防注射をしましょう
生後91日以上の飼い犬には、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義
務付けられています。飼い犬の体調に合わせて4～6月に動物病院で受けるよう
にしてください。近くに病院がない場合、下記の集合注射も利用できます。

費用 3,300円（未登録の場合は別途登録料3,000円必要）
※雨天決行。会場には犬を制御することのできる人が連れてきてください
※会場の混雑に犬が興奮して飼い主をかむ事故が起きることがあります。
　できるだけ動物病院で受けるようにしてください

●犬猫関係の窓口が変わります
4月から、犬の登録に関することは神戸市獣医師会（☎862-1101）、犬猫の引き
取りは動物管理センター（☎741-8111）、犬猫の相談は西部衛生監視事務所へ
お問い合わせください。
問西部衛生監視事務所 ☎579-2660 Ⓕ579-2662

日時

4月10日（金）13:35～13:50

4月10日（金）14:15～14:40

4月10日（金）15:10～15:30

集合注射実施場所

うぐいす橋詰（大日丘第2集会所横）

長田神社境内（長田町3-1-1）

駒林神社（駒ヶ林町3-7-3）

　子育て中の親子がふらっと気軽
に訪れ遊んでくつろげる「おやこふ
らっとひろば　ながた」が４月１日
（水）にオープンします。
　常駐のスタッフを配置し、子ども
が遊ぶおもちゃや絵本があるだけ
でなく、子育て情報も発信していま
す。また、イベントも随時開催する
予定ですので、ぜひ、親子でお立ち
寄りください。

対象 主に0～2歳の子どもと保護者
日時 平日９：00～17：00
場所 区役所４階
料金 無料

問区こども家庭支援課 ☎579-2311（内線455） Ⓕ579-2344

※写真はイメージ（兵庫区）です
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●長田区の姿（令和2年3月1日現在） 人口：94,922人  世帯数：49,383世帯  面積：１１.3６㎢  
●〒653‐8５70 長田区北町3-4‐3  ●Eメール nagata@office.city.kobe.lg.jp　
●ホームページ　　　　　　　　　 
●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）　　

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐23014 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB
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第16回

会場／長田神社境内および周辺 　

4/29水㊗
10:00～16:00

暖かい春の陽気に包まれ、心躍る季節となりました。
今年も区の木「ハナミズキ」の開花に合わせて、

長田神社で長田四大祭の一つである花水木まつりが行われます。
食べて、見て、体験できる、楽しみいっぱいの長田の園遊会に、

ぶらっとこーへん？

ハナミズキは区内でも街路樹として親しまれています。長田区
役所の東出入口側の道路には、歩道に沿ってハナミズキが植
えられています。開花の時期になると一斉に白く色付きます。
その名にふさわしく、区の木を象徴する道です。区役所に来
た際は、ぜひ一度ご覧ください。

●ハナミズキシンボルロード

大正元年に日本がアメリカに桜をお
礼の品として届け、そのお返しとして
大正2年にアメリカからハナミズキが
贈られました。それにちなんで「返礼」
という花言葉が付けられたとされて
います。他にも、「永続性」「私の思い
を受けてください」などの花言葉があ
ります。

●「返礼」の花言葉の由来
花水木まつりは、地元の人同士や異世代交流の場になることを願って開催されてきました。その主役
は長田区に住む人、関わる人々。区内で活動する団体がステージをつくり学生が催しを考え、各々自
主的に企画しています。その中で生まれたチームワークや交流を活かし、助け合えるつながりをつく
ってほしいと考えています。花水木まつりはさまざまな人や団体の協力を得て、今年で第16回を迎え
ます。花水木の花言葉「返礼」のように、多くのお力添えへの感謝を返す思いが込められています。屋
台の逸品を味わいながらステージを応援し、催しや買い物を楽しんでください。来てみてからのお楽
しみもありますよ。ぜひみんなで誘い合って、長田の園遊会に足を運んでください。

長田神社前商店街振興組合 理事長　吉岡 利明さん

花水木ステージ花水木ステージ

長田萬福茶屋など
屋台いろいろ
長田萬福茶屋など
屋台いろいろ

植木苗市植木苗市

白バイ展示白バイ展示

消防車展示消防車展示

コグージーMAZARコグージーMAZAR

花水木灯ろう作り花水木灯ろう作り

ハナミズキは公募で最多得票数を集め、区
民の代表者を含めた選考委員によって、平
成15年10月8日に区の木として選ばれまし
た。ハナミズキの花言葉は「返礼」。阪神・淡
路大震災で多くの支援を受けた長田区民の
感謝の思いが込められています。

●区の木に選ばれた経緯

※荒天中止　　

問花水木まつり実行委員会事務局（長田神社前商店街事務所内） ☎691-2914

安心して
子育てできる
まちづくり

在住外国人と
地域の共生

地域の
担い手の養成

ながた
緑プロジェクトの

推進

令和2年度の長田区はこんなことに取り組みます！

長田区が「もっと暮らしやすいまち」になるように

高齢者が
暮らしやすい
まちづくり

ハナミズキ寿司ハナミズキ寿司

昔遊び昔遊び


