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大きな広告塔「三ツ星ベルト」と緑プロジェクト
　そして、この苗木の一部は三ツ星ベルトの工場がある京都府綾部
市・香川県さぬき市で育てられたもの。「地域の皆さんに愛される
ように育ってもらいたい。これからも地域の一住民として皆さんと
一緒に活動を進めたい」と三ツ星ベルトふれあい協議会の保井さ
ん。三ツ星ベルトは、阪神・淡路大震災での被災後、地域とのつな
がりを大切にするため、社内ボランティア団体「三ツ星ベルトふれ
あい協議会」を結成し、
さまざまな場面で地域活
動を行っています。保井
さんは「長田南部に緑が
増えれば子どもたちの笑
顔もきっと増える。我々
の活動が少しでもその助
けになればいいですね」
と話してくれました。

平成29年度 長田区役所で開始した「ながた緑プロジェクト」。
長田区南部地域で区民みんなが思いを込めて緑を育んでいく―。
この緑化運動は区民と行政だけでなく、地元企業も一緒になって
歩み始めています。

ほんとうに長田区南部は
緑で包まれますか。

「ながた緑プロジェクト」は
一歩一歩着実に歩み続けています。

▲

30 年度長田区主要施策

ながた緑プロジェクト 高校連携サポート事業 認知症高齢者支援事業
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真野地区にそびえる広告塔。工場敷地内でも緑化が進んでいます。

おいしい空気、水、豊かな土壌で育てよう！
　昨年11月、長田区北部にある獅子ヶ池に、南部地域の真野・真
陽・駒ヶ林小学校と北部地域の丸山ひばり小学校約170人の児童が大
集合。目的は、ハナミズキ、オリーブ、ウバメガシなどの苗木30本
を植樹するため。植樹を手
伝ってもらった獅子ヶ池を
美しくする会の皆さんの
「元気な木に育ってもらお
うね」の声に子どもたちも
笑顔に。数年後、成長した
樹木は南部地域に記念樹な
どとして植樹されます。 自然あふれる獅子ヶ池では、４小学校で構成された30の混合チームで

植樹を行いました。

新たに緑プロジェクトサポーターを配置し、
専門的な助言をもらいながら
効果的に緑を増やしていきます

高校生の視点を加えた地域課題の解決、
まちの魅力向上・活性化を連携サポーターと

ともに進めていきます

誰もが地域で安心して暮らしていけるよう、
地域や支援関係者とともに、

認知症の方にも優しいまちづくりを進めていきます

長田フェスティバルで
苗木＆オリジナルバッジを

プレゼント！

長田フェスティバルで
苗木＆オリジナルバッジを

プレゼント！

日時：5月19日（土）11：00～（予定）
　　　　（整理券配布、先着）

場所：若松公園鉄人広場北側遊具広場　
　　　　詳しくは5月号をご覧ください♪

みん
な
緑で

つな
がる

「元気に育ってね」「お水をあげないと」
　2月には真野小学校、新長田駅前広場、ふたば学舎で、3月には真
陽小学校、駒ケ林小学校、若松公園で記念植樹が行われるほか、六
間道商店街でも商店街内緑化が始まっています。（※3月の記念植樹は天候
等により順延になる場合があります）

小学校で植樹した子ども
たちからは、「これから
もこの木を大切に育てて
いって学校の誇りにした
い」との声も上がりまし
た。思いを込めて植えら
れた樹木たち。子どもた
ちと共に大きく元気に育
ってほしいですね。

真野小学校100周年記念植樹では地域の皆さんの助けの下、生徒が
笑顔で植樹を行いました。

獅子ヶ池

    新長田駅前広場
 
若松公園

ふたば学舎駒ヶ林小

アグロガーデン

真野小  
真陽小  

三ツ星ベルト 
六間道商店街

三ツ星ベルトふれあい協議会から提供いただいた「ど
んぐり」、ホームセンターアグロから提供いただいた
「ハナミズキ」、神戸長田ライオンズクラブから提供い
ただいた「オリーブ」の苗木計１５０本とオリジナルバッ
ジを無料で配布します♪皆さんのお庭やベランダでも
是非緑を増やしてください！
         

※平成30年度予算は市会の審議を経て成立します
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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  助成金交付予定額通知後～
平成31年3月31日（日）
 募集期間  4月2日（月）～27日（金）
※対象活動や申請方法など、詳細はホー
ムページか問で配布する募集要項をご覧
ください
問区まちづくり課
☎579-2311（内228） Ⓕ579-2301
　長田区　活動助成   　検索

狂犬病予防注射のお知らせ
生後91日以上の飼い犬は、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  3,250円（未登録の場合は登録料
3,000円が別途必要）
※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咬
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
※登録内容の変更や飼い犬が死亡した時
は問へ届け出てください
問西部衛生監視事務所
☎579-2660 Ⓕ579-2662

福祉乗車証（※小学生以下対象の磁気カード）
交換のお知らせ
 日時  4月2日（月）以降の8:45～12:00、
13:00～17:15(土・日曜、祝日を除く)
 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印鑑③下記の手帳や証書
※代理人が来られる場合は①③と代理人の
印鑑・代理人の本人確認書類が必要です

※紛失などで福祉乗車証（磁気カード）を
お持ちでない人は、4月27日（金）から交付
します
※4月から中学生になる人は、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）をお持ちの人の交換はありません
問区健康福祉課　
☎579-2311（内408･409） Ⓕ579-2342

善意銀行　1月分
㈱マルハン､長田高校PTA、㈱mi-kittyミ
キティ介護事業所（順不同・敬称略）
ありがとうございました。

共同募金・歳末たすけあい募金　　
＜報告とお礼＞
昨年実施した共同募金・歳末たすけあい
募金の募金額は、8,996,525円でした。多
数のご寄付とご協力をいただき、ありがと
うございました。
◎赤い羽根募金　　　　5,023,993円
◎歳末たすけあい募金 　3,972,532円

ながた賞　2月25日
自主的に日常生活の中で地域に貢献する
活動をされている方に感謝の意を伝える
「ながた賞」の表彰式がふたば学舎で行わ
れました。

青少年を地域で讃える賞　2月28日
区内の身近で頑張っている青少年に「青
少年を地域で讃える賞」を贈りました。
受賞者一覧（順不同）
○五位の池児童館　ソーラン隊
○神戸市立室内小学校6年生
○神戸市立丸山ひばり小学校3年生
　内田慶太（うちだ けいた）
○神戸市立真野小学校6年生　
　朝稲羽憂（あさいな はゆ）
○神戸市立丸山中学校　ハンドボール部
○神戸市立雲雀丘中学校　美術部
○神戸市立西代中学校　吹奏楽部

神戸まつり協賛行事（参加者募集）無料
•長田区民囲碁ボール大会
 日時  4月22日（日）9：00集合
 場所  区役所7階区民ギャラリー
 対象  区内に在住、在勤のグループ〔1チー
ム5人、年齢不問（子ども含む）、20チーム〕
•長田区民グラウンドゴルフ大会
 日時  5月27日（日）前半の部8:30集合、
後半の部10:10集合　※雨天中止　
 場所  神戸村野工業高等学校グラウンド
 対象  区内に在住、在勤のグループ〔1グ
ループ3人、年齢不問（子ども含む）、前後
半とも各32グループ〕
 申し込み  ①②とも区役所3階5番窓口で
配布または区ホームページに掲載の「参加
申込書」に必要事項を記入し、4月11日
（水）までに郵送かⒻで問へ（応募多数の
場合抽選）
問〒653-8570（住所不要）区まちづくり課 
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336
　長田区　神戸まつり　スポーツ　　検索

「ゴーヤの育て方講習会」
参加者募集　＊無料
緑のカーテンを作り、夏の涼しさを体感す
るためのゴーヤの育て方講習会を開催し
ます。ゴーヤの育て方を学ぶほか、参加者
には育て方テキストや料理レシピ本、ゴー
ヤの苗などを配ります。
 日時  ①5月10日（木）②5月11日（金）
③5月12日（土）いずれも10:00～
 場所  ①ピフレホール会議室A ②丸山コ
ミュニティセンター③区役所7階大会議室
 対象  区内在住・在勤・在学の人　①②各
50人③100人※4月10日（火）から先着順
 申し込み  神戸市イベント案内・申込センター
☎333-3372
問区まちづくり課　
☎579-2311（内225）
Ⓕ579-2336

第44回おもしろ音楽博物館
「兵士の物語」
 byアフター・アワーズ・セッション
 日時  5月27日(日)14:00～(13:30開場)
 場所  ピフレホール 　定員  300人
 出演  日比浩一(ヴァイオリン)
　　　ジュビレーヌ・イデアラ(コントラバス）
　　　松原央樹（クラリネット）
　　　首藤元(ファゴット)
　　　白水大介(トランペット)
　　　松下浩之（トロンボーン）
　　　高鍋歩(パーカッション)
　　　右近恭子(ピアノ、語り)
究極の演奏をどうぞお楽しみください♪
 曲目  ストラヴィンスキー／兵士の物語ほか
 料金  前売1,000円／当日1,500円
（中学生以下無料）
 申し込み  　に住所・氏名・電話番号・参加
人数（2人まで可）・年齢を記入し問へ
※5月17日（木）消印有効
問〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課「おもしろ音楽博物館」係
「ほたる火コンサート協会」
☎090-5903-2408

長田の園遊会 第14回 花水木まつり
暖かく春らしい陽気の中、区の木「ハナミ
ズキ」の開花に合わせて、今年も「花水木ま
つり」を行います。屋台やゲーム遊び、ステ
ージパフォーマンス、野だて茶席、植木・苗
市などイベント盛りだくさん！ぜひお誘い合
わせの上お越しください。
 日時  4月29日（日・祝）10:00～16:00
（予定）※荒天中止
 場所  長田神社境内および周辺
 主催  花水木まつり実行委員会
問花水木まつり実行委員会
☎691-2914※電話は10：00～16：00
（日曜・祝日休み）。繋がらない場合、時間
をおいてお掛け直しください

記号の見方
は…はがき　○…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○…直接　要○…別途入園料
等が必要　Ⓗ…

往

直

4月の
長田区情報 BOX

長田区       検索

入

お知らせ

催　し

  第323回 サロンコンサート  第323回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／4月18日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／木村彩乃（ピアノ） 
曲目／子犬のワルツ（ショパン）、
         バラード第1番（ショパン）ほか
問区まちづくり課 
☎579-2311（内222） Ⓕ579-2301

日　時 実施場所

区 分 必要な手帳・証書

知的障害者の人

精神障害者の人

母子世帯の人

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

4月10日（火）
13:40～14:00

4月10日（火）
14:30～15:00

4月11日（水）
13:40～14:15

4月12日（木）
13:40～14:00

4月12日（木）
14:25～14:50

南尻池公園
（東尻池町6丁目）

駒林神社
（駒ヶ林町3丁目）

長田神社境内

花山公園
（花山町1丁目）

うぐいす橋詰
〔大日丘第2集会所横〕
（大日丘町2丁目)　

身体障害者
(1～4級)の人

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



2018年（平成30年） 4月号 長田区民広報紙 3ながた

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13日（金）
4月26日（木）

4月11日（水）
4月25日（水）
5月9日（水）

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

■神戸市がん検診について　※随時受付

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。

成
人
保
健

実施日 受付時間 会　場

4月24日（火） 9：15～11：00 

 

区役所６階

※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
○問あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

【無料対象者】①満７０歳以上の人 ②市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯、生活保護受給者、
特定中国残留邦人等支援給付受給者※②はあんしんすこやか係に健康保険証等を持参し、無料受診券の
交付後、受診
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）

○各がん検診指定医療機関はあんしんすこやか係または下記問い合わせ先へ。 
　検診詳細は  神戸市がん検診　検索

■神戸市健康診査(集団健診)　※予約制　
 予約  兵庫県予防医学協会 ☎871-7758 Ⓕ871-8048（土日祝除く）　
 内容  身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査　
 対象  満75歳以上等で後期高齢者医療制度加入者、当年度末に30歳、35～39歳、75歳の誕生日
を迎える人および40歳以上の生活保護受給者など※40～75歳未満の人は加入している各医療保
険者へ特定健康診査についてお問い合わせください。神戸市国民健康保険加入者は問へ　
 費用  1,000円（下記の一部無料対象あり）　持ち物  健康保険証

【無料対象者】①後期高齢者②３０、３５歳③３６歳以上で市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯、生
活保護受給者、特定中国残留邦人等支援給付受給者※③はあんしんすこやか係に健康保険証等を持参、
無料受診券の交付後、受診
●胸部Ｘ線<結核健診>（無料、単独受診可）満１５歳以上で受診機会のない人。
※石綿（アスベスト）健康不安のある人は、肺がん検診・胸部Ｘ線検診をぜひご利用ください。肝炎ウ
イルス検査（無料、４０歳以上、単独受診可）、骨粗しょう症検査（1,000円、男性満４０歳以上、女性満
１８歳以上）もあり
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10日

申

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
※4月11日(水)～16日(月)は蔵書点検のため休館 
●おひざのうえのおはなし会
 日時  4月18日(水)10：30～11：00
 内容  絵本の読み聞かせと紹介
 対象  0～3歳の子どもと保護者　定員  20組
●ほのぼのひろば
 日時  4月27日(金)10：30～11：30
 内容  絵本の紹介、親子のふれあい遊び、
ワンポイントセミナー
 対象  0～3歳の子どもと保護者
問新長田図書館 〒653-0835(住所不要)
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

第46回 日本民謡民舞兵庫県連合会大会
民謡フェスティバル2018イン神戸
 日時  4月15日(日)11：00～（開場10:30）
 場所  ピフレホール 大ホール
 料金  無料 　  申し込み  不要
問ピフレホール☎621-1120Ⓕ621-0914

長田公民館合同開校式・記念講演会
同時手話通訳あり
 日時  4月7日（土）10:00～12:00
 場所  長田公民館本館・体育室
 演題  スティールパンコンサート
 出演  ファンタスティックス
 料金  無料 　  申し込み  不要 
問長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785

赤ちゃんとのふれあい講座
子育てをもっと楽しく、ママも赤ちゃんも笑
顔になれる4回シリーズの講座です。
 日時  5月21・28日、6月4・11日（月）
全4回、10：00～12：00
 場所  細田児童館　  定員  10組
 対象  講座開始日に生後4～6カ月の乳児
と保護者
 申し込み  ☎かⒻか　で5月8日(火)までに
問へ
問細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

地域子育て応援プラザ長田
●親子ふれあいあそび（体験保育）
給食（1回）おやつ（3回）の提供があります。
 日時  ①5月11日(金)16日（水）23日（水）
30日（水）※4回シリーズ
予備日6月1日（金）10：00～12：00
 場所  新生こども園（平和台町2-1-23）
 対象  1～3歳の子どもと保護者
 定員  10組（申し込み多数の場合は抽選）
 参加費  1,000円（4回分、欠席した場合
の返金はありません）
 申し込み  ☎かⒻで問へ ※4月20日（金）必着
●給食体験　ふれあいあそびもあります
 日時  5月17日（木）10:00～12:00
 場所  五位の池こども園（五位の池町2-1-9）
 対象  1～3歳の子どもと保護者
 定員  10組（申し込み多数の場合は抽選）
 申し込み  ☎かⒻで問へ ※4月27日（金）必着
 参加費  250円
●離乳食セミナー
 日時  5月16日（水）13:30～15:00
 場所  神視保育園（三番町4-8）
 対象  1歳以下の子どもと保護者またはプ
レパパ・ママ 　  参加費  無料
 定員  10組(申し込み多数の場合は抽選)
 申し込み  ☎かⒻで問へ※5月1日（火）必着
問地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582
　神戸市カンガルーブログ　　検索

児童館すこやかクラブ会員募集　
幼児と保護者のグループで楽しく遊び、親と
子のふれあいや交流を深めます。また、会員
を対象に、保護者がお互いに子どもたちの
お世話をし、保護者同士、子ども同士の仲間
づくりを図り、保護者もリフレッシュできる児
童館キッズクラブを実施する予定です。
 実施期間  5月10日（木）～平成31年3月
第2週の毎週木曜午前中（祝休日、小学校
の夏・冬休みを除く）
※細田児童館は4月26日（木）～10月4日
（木）※10月以降は再度募集
実施児童館

 募集組数  1クラス20組程度
 応募資格  4月1日現在2～4歳児と保護者
 年会費  親子1組（2人）年額3,000円
※細田児童館は半年のため1,500円
 申し込み　各児童館で配布する申込書に
記入の上、4月5日（木）～12日（木）に各児
童館に申し込んでください ※児童館によ
って定員・募集期間など異なるため、詳細
は児童館に直接問い合わせてください
問こども青少年課 ☎322-5210 Ⓕ322-6043

区役所法律相談　
 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）
問市総合コールセンター　
☎333-3330 Ⓕ333-3314

休日急病電話相談　
 時間  休日9：00～16：40※内科・小児科など
問休日急病電話相談センター ☎362-1599

行政相談　
 日時  4月10日（火）13：00～15：00 
 場所  区役所３階相談室
問兵庫行政評価事務所行政相談
☎321-1100 Ⓕ333-7919

成年後見制度事前相談室　※先着順　
 日時  4月27日（金）13：30～15：30
 場所  区役所４階社会福祉協議会
問区社会福祉協議会　
☎511-4277 Ⓕ574-2427

【各種相談】 無料

事前申し込み自己負担金対象検診名

乳がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

2,000円

600円

1,700円

1,000円

500円

当年度に50歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える人※

※胃内視鏡検査を受診した翌年度は、胃内視鏡検査・胃部エックス線検査（バリウム）ともに受診不可。

40歳代……2,000円
50歳以上…1,500円

指定医療機関へ直接申し込み
（詳しくは問へ）

指定医療機関へ直接申し込み
（詳しくは問へ）

集団健診申込時に同時申し込み

検診車で実施（予約定員制）
兵庫県予防医学協会へ申し込み☎871-7758　
Ⓕ871-8048（土日祝除く）
乳がん検診は指定医療機関でも実施（詳しくは問へ）

当年度に40歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える女性
当年度に20歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える女性

満40歳以上

満40歳以上

満40歳以上

胃内視鏡

バリウム

胃
が
ん
検
診

子宮（頸）がん
検診

長田警察署からの
お知らせ

平成30年度
春の全国交通安全運動

※子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運
　転者の交通事故防止
※自転車の安全利用の推進
※全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底
※飲酒運転の根絶
問長田警察署 ☎578-0110

子育てナビ

　児童館名
池田児童館
片山児童館
五位の池児童館
駒栄児童館
志里池児童館
大日丘児童館
長田児童館
長楽児童館
細田児童館
真野児童館

　　　住所・電話番号
池田広町41-10（☎691-7019）
片山町3-2-11（☎631-8366）
長尾町1-4-30（☎642-2171）
駒栄町3-1-17（☎641-7550）
苅藻通1-4-7（☎671-3791）
大日丘町3-8-10（☎631-3715）
四番町4-54（☎576-9732）
海運町7-1-23（☎734-1810）
細田町7-1-30（☎612-3797）
東尻池町6-3-19（☎681-6391）運動期間／4月6日（金）～15日（日）

みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者

推進テーマ

運動重点
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