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 お知らせ 　

日時 6月3日（日）
※資材配布は 5月28日（月）開始
区内で一斉に清掃をすることで、ごみのな
い、美しいまち神戸・長田をアピールしましょ
う！自宅・職場の周辺や道路・公園など身近な
場所が対象です。地域で声を掛け合い、皆さ
んのご参加・ご協力をお願いします。地域や
団体で軍手・ごみ袋が必要な場合は、5月28
日（月）～6月1日（金）に問で配布します。
※庭木・生け垣の刈り込みによる葉・枝や伐採
した樹木の収集はできません

問区まちづくり課　
☎579-2311（内223）

 長田区の花　サルビアの種の配布
育てていただける人にサルビアの種を配布し
ます（先着順）。
場所 区役所3階まちづくり課
問区まちづくり課　　
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

「それいけながた！福祉活動応援助成」申請団  
　体募集
共同募金・善意銀行・芝田カナヱ基金を活用
し、区内の地域福祉課題の解決に取り組む事
業や先駆的な事業を支援します。
助成上限額 25万円（審査あり）
申請締切 6月8日（金）まで(窓口にて受付)
※詳細は、問で配布する募集要項かホームペ
ージをご覧ください
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会
（住所不要）☎511-4277 Ⓕ574-2427
　長田区社会福祉協議会 　　検索

 歯周病検診のお知らせ　
歯周病は歯と歯を支える組織（歯肉や骨）が
侵され、放っておくと歯がぐらついて抜けてし
まうことがある病気です。いつまでも自分の
歯で健康に過ごすために年に1度は歯科検診
を受けましょう。
日時 6月6日（水）13:15～14:30
場所 区役所6階
対象 35歳と41歳以上の人
定員 28人（先着）　料金 無料
内容 むし歯やかみ合わせのチェック・歯周ポ
ケットの測定・ブラッシング指導
申し込み 5月8日（火）9:00予約開始（定員に
なり次第締め切り）
問市イベント案内･申込センター
☎333-3372

 善意銀行　30年2月分　（敬称略）
宮川地域もちつき会
ありがとうございました。

  「長田の夏まつり情報」大募集
区内で7・8月に開催される夏まつり情報を教
えてください。本紙および長田区ホームペー
ジに掲載します。皆さんで地域のまつりを盛
り上げましょう。
申し込み 開催日時、場所、イベントの概要、雨
天時の開催有無、主催者名、連絡先を☎かⒻ
で問へ
締め切り 5月25日（金）必着
※内容によっては掲載をお断りする場合があ
ります
問区まちづくり課　
☎579‐2311（内線225） Ⓕ579‐2336

 催し
第48回神戸まつり協賛　長田区民ボウリン
グ大会
毎年大好評！長田フェスティバルに合わせて
今年もボウリング大会を開催します。ぜひ、ご

参加ください。
日時 6月3日（日）9:00集合
場所 神戸スカイレーン　定員 150人
対象 区内在住・在勤・在学の人（小学生以下
は保護者同伴）
参加料 1人3ゲーム1,200円（高校生以下
1,000円）※当日徴収、シューズ代は個人負担
申し込み 6月2日（土）までに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、勤務先または学校名・学
年をはかⒻで問へ
問神戸スカイレーン内　長田区民ボウリング
大会事務局　〒653-0827上池田3-17-16
☎631-1181 Ⓕ631-2350

『わがまち長田を歩こう会』ウォーキング講習
会
日時 6月3日（日）
10:00～12:00（受付9:30～）
場所 区役所 7階大会議室
内容 明日から伝えたくなるナガーく歩ける秘訣
料金 無料　定員 60人（先着）※要事前申し込み
問区あんしんすこやか係
☎579-2311（内417） Ⓕ579-2343

 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（アニマシオンのみ要） 
●おはなし会
日時 5月5日(土･祝)、19日(土)
Ⓐ14：00～14：30、Ⓑ14：30～15：00
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～　定員 20人
●えほんの会
日時 5月12日(土)、26日(土)14:00～14:30
対象 4歳～小学生　定員 20人
●アニマシオン～本で遊ぼう～
日時 5月12日(土)10:30～12:00　対象 小学生
申し込み 　か☎で問へ
●おひざのうえのおはなし会
日時 5月16日(水)10:30～11:00
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 5月25日(金)10:30～11:30
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

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 6月8日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール　料金 有料
定員 400人（先着順）
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

 講演・講習　
 第2回リフレッシュセミナー
 「肩・腰・膝痛解消体操」
日時 5月25日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館 本館体育室
講師 伊藤 勇矢（同時手話通訳あり）
料金 無料　申し込み 不要　
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 サルビア講座「バランスのとれた
　食生活について（仮）」
人生100年時代を健康に過ごすために、社会
に溢れている健康情報とどのように付き合う
か考えましょう。
講師 神戸常盤大学短期大学部
口腔保健学科長 教授 吉田 幸恵
日時 6月2日（土）10:00～11:30
場所 区役所7階大会議室　料金 無料
定員 80人（申し込み多数の場合は抽選）　
申し込み 住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
記入し、はかⒻで問へ
問〒653-0838 大谷町2-6-2
神戸常盤大学「サルビア講座」係
☎611-1821 Ⓕ643-4361

 手話講習会（入門課程・基礎課程）
 受講者募集
日時 6月5日（火）～12月11日（火）
毎週火・木曜日（入門課程全22回、基礎課程
全24回）18:45～20:45
場所 新長田勤労市民センター
対象 原則、入門・基礎両方の受講が可能で、
神戸市在住・在勤・在学の方
定員 20人（長田区民を優先、抽選）
内容 手話の実技を通して、聴覚に障がいの
ある方への理解と知識を身に付け、手話に
よる日常会話ができることを目指す
料金 受講料【入門】8,000円【基礎】12,000
円（テキスト代別途3,240円程度）
申し込み 5月25日（金）までに住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を☎かⒻか    で問へ
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会　
ボランティアセンター（住所不要）
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　  nagatavc@aqua.famille.ne.jp 

 子育て
すくすく赤ちゃんセミナー
日時 5月10日（木）13:30～15:40
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
対象 5～7カ月の赤ちゃんとお母さん（お父
さんもどうぞ！）
内容 専門のスタッフによる育児セミナーで
す。また同じ月齢のお子さんをもつお母さん
のお友達づくりのお手伝いもしています。
持ち物 母子手帳・すくすくハンドブック
※着脱しやすい靴で、ミルク、哺乳びん、お
湯、オムツ等各自ご準備ください
申し込み 前日までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
〒653-8570（住所不要）
☎579-2311（内線457･458）Ⓕ579-2344

 赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
日時 ①5月18日（金）9:30～11:30　
②5月29日（火）・6月1日（金）10:00～11:30
③6月6日（水）10:30～12:15
場所 ①御蔵小学校体育館　②丸山ひばり小
学校体育館　③室内小学校多目的室

対象 乳幼児の親子（3カ月～3歳児。兄弟参
加可）各日15組程度
内容 交流会（御蔵小・丸山ひばり小は6年生、
室内小は5年生）・親子遊び
申し込み 3日前までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内線458･459）

 親子ふれあいあそび（体験保育）
親子でお友達づくり。給食（1回）おやつ（3回）
の提供があります。
日時 6月6日・13日・20日・27日（水）
〔予備日7月4日（水）〕10：00～12：00 
※全4回シリーズ
場所 神視保育園（三番町4-8）
対象 1～3歳の子どもとその保護者
定員 10組（申し込み多数の場合は抽選）
料金 1,000円（4回分、欠席の場合も返金なし）
申し込み 5月14日（月）までに☎かⒻで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582

 おやこ・DE・プラザ　離乳食セミナー
日時 6月26日（火）10:00～11:50
場所 ふたば保育所（二葉町7-1-30）
対象 1歳以下の子どもと、その保護者または
プレパパ・ママ※託児㊒
定員 10組（申込しみ多数の場合抽選）　
料金 無料
申し込み 6月8日（金）までに☎かⒻで問へ
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

 親と子のふれあい講座　
 おねしょをとおした子育て講座
専門家のアドバイスを受けながら、おねしょや子
育て全般についてグループで考える講座です。
日時 5月23日・30日・6月6日（水）10:00～12:00
場所 細田児童館　定員 10人（抽選）
対象 おねしょがある小学1～3年生の保護者
（3回出席できる方限定）　料金 無料
申し込み 5月14日(月)までに　か☎かⒻで問へ
問細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

長田区一斉クリーン作戦 「それいけながた！福祉活動応援助成」
申請団体募集

長田区の花 サルビアの種の配布

2018年
（現在）

食の広場　
美味しいものがいっぱいの
食の広場で、「長田の食」を

食べ尽くそう！

鉄人ステージ　
踊りや演奏などの

生き生きとしたステージは、
目が離せません！

遊びの広場　

 長田フェスティバル

こども縁日などで
みんなを楽しませること

間違いなし！

5月19日土11：00～18：00　新長田 若松公園5月19日土11：00～18：00　新長田 若松公園

苗木（計150本）＆オリジナルバッジをプレゼント！苗木（計150本）＆オリジナルバッジをプレゼント！
当日10:45より、若松公園鉄人広場北側遊具広場にて苗木を配
布します（先着順）。詳細はホームページをご覧ください。

長田区長田フェスティバル

問い合わせ先／市イベント案内・申込センター☎333-3372

はじめまして
このたび長田区長に就任しました加藤久雄
です。人情あふれるまち長田。私も長田フ
ァンの一人です。地域の皆さんと力を合わ
せ、より魅力的なまちにしていけるよう精
いっぱい頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

長田区長　加藤 久雄 

かとうひさお

かとう 　 ひさお
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 お知らせ 　

日時 6月3日（日）
※資材配布は 5月28日（月）開始
区内で一斉に清掃をすることで、ごみのな
い、美しいまち神戸・長田をアピールしましょ
う！自宅・職場の周辺や道路・公園など身近な
場所が対象です。地域で声を掛け合い、皆さ
んのご参加・ご協力をお願いします。地域や
団体で軍手・ごみ袋が必要な場合は、5月28
日（月）～6月1日（金）に問で配布します。
※庭木・生け垣の刈り込みによる葉・枝や伐採
した樹木の収集はできません

問区まちづくり課　
☎579-2311（内223）

 長田区の花　サルビアの種の配布
育てていただける人にサルビアの種を配布し
ます（先着順）。
場所 区役所3階まちづくり課
問区まちづくり課　　
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

「それいけながた！福祉活動応援助成」申請団  
　体募集
共同募金・善意銀行・芝田カナヱ基金を活用
し、区内の地域福祉課題の解決に取り組む事
業や先駆的な事業を支援します。
助成上限額 25万円（審査あり）
申請締切 6月8日（金）まで(窓口にて受付)
※詳細は、問で配布する募集要項かホームペ
ージをご覧ください
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会
（住所不要）☎511-4277 Ⓕ574-2427
　長田区社会福祉協議会 　　検索

 歯周病検診のお知らせ　
歯周病は歯と歯を支える組織（歯肉や骨）が
侵され、放っておくと歯がぐらついて抜けてし
まうことがある病気です。いつまでも自分の
歯で健康に過ごすために年に1度は歯科検診
を受けましょう。
日時 6月6日（水）13:15～14:30
場所 区役所6階
対象 35歳と41歳以上の人
定員 28人（先着）　料金 無料
内容 むし歯やかみ合わせのチェック・歯周ポ
ケットの測定・ブラッシング指導
申し込み 5月8日（火）9:00予約開始（定員に
なり次第締め切り）
問市イベント案内･申込センター
☎333-3372

 善意銀行　30年2月分　（敬称略）
宮川地域もちつき会
ありがとうございました。

  「長田の夏まつり情報」大募集
区内で7・8月に開催される夏まつり情報を教
えてください。本紙および長田区ホームペー
ジに掲載します。皆さんで地域のまつりを盛
り上げましょう。
申し込み 開催日時、場所、イベントの概要、雨
天時の開催有無、主催者名、連絡先を☎かⒻ
で問へ
締め切り 5月25日（金）必着
※内容によっては掲載をお断りする場合があ
ります
問区まちづくり課　
☎579‐2311（内線225） Ⓕ579‐2336

 催し
第48回神戸まつり協賛　長田区民ボウリン
グ大会
毎年大好評！長田フェスティバルに合わせて
今年もボウリング大会を開催します。ぜひ、ご

参加ください。
日時 6月3日（日）9:00集合
場所 神戸スカイレーン　定員 150人
対象 区内在住・在勤・在学の人（小学生以下
は保護者同伴）
参加料 1人3ゲーム1,200円（高校生以下
1,000円）※当日徴収、シューズ代は個人負担
申し込み 6月2日（土）までに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、勤務先または学校名・学
年をはかⒻで問へ
問神戸スカイレーン内　長田区民ボウリング
大会事務局　〒653-0827上池田3-17-16
☎631-1181 Ⓕ631-2350

『わがまち長田を歩こう会』ウォーキング講習
会
日時 6月3日（日）
10:00～12:00（受付9:30～）
場所 区役所 7階大会議室
内容 明日から伝えたくなるナガーく歩ける秘訣
料金 無料　定員 60人（先着）※要事前申し込み
問区あんしんすこやか係
☎579-2311（内417） Ⓕ579-2343

 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（アニマシオンのみ要） 
●おはなし会
日時 5月5日(土･祝)、19日(土)
Ⓐ14：00～14：30、Ⓑ14：30～15：00
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～　定員 20人
●えほんの会
日時 5月12日(土)、26日(土)14:00～14:30
対象 4歳～小学生　定員 20人
●アニマシオン～本で遊ぼう～
日時 5月12日(土)10:30～12:00　対象 小学生
申し込み 　か☎で問へ
●おひざのうえのおはなし会
日時 5月16日(水)10:30～11:00
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 5月25日(金)10:30～11:30
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

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 6月8日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール　料金 有料
定員 400人（先着順）
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

 講演・講習　
 第2回リフレッシュセミナー
 「肩・腰・膝痛解消体操」
日時 5月25日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館 本館体育室
講師 伊藤 勇矢（同時手話通訳あり）
料金 無料　申し込み 不要　
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 サルビア講座「バランスのとれた
　食生活について（仮）」
人生100年時代を健康に過ごすために、社会
に溢れている健康情報とどのように付き合う
か考えましょう。
講師 神戸常盤大学短期大学部
口腔保健学科長 教授 吉田 幸恵
日時 6月2日（土）10:00～11:30
場所 区役所7階大会議室　料金 無料
定員 80人（申し込み多数の場合は抽選）　
申し込み 住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
記入し、はかⒻで問へ
問〒653-0838 大谷町2-6-2
神戸常盤大学「サルビア講座」係
☎611-1821 Ⓕ643-4361

 手話講習会（入門課程・基礎課程）
 受講者募集
日時 6月5日（火）～12月11日（火）
毎週火・木曜日（入門課程全22回、基礎課程
全24回）18:45～20:45
場所 新長田勤労市民センター
対象 原則、入門・基礎両方の受講が可能で、
神戸市在住・在勤・在学の方
定員 20人（長田区民を優先、抽選）
内容 手話の実技を通して、聴覚に障がいの
ある方への理解と知識を身に付け、手話に
よる日常会話ができることを目指す
料金 受講料【入門】8,000円【基礎】12,000
円（テキスト代別途3,240円程度）
申し込み 5月25日（金）までに住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を☎かⒻか    で問へ
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会　
ボランティアセンター（住所不要）
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　  nagatavc@aqua.famille.ne.jp 

 子育て
すくすく赤ちゃんセミナー
日時 5月10日（木）13:30～15:40
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
対象 5～7カ月の赤ちゃんとお母さん（お父
さんもどうぞ！）
内容 専門のスタッフによる育児セミナーで
す。また同じ月齢のお子さんをもつお母さん
のお友達づくりのお手伝いもしています。
持ち物 母子手帳・すくすくハンドブック
※着脱しやすい靴で、ミルク、哺乳びん、お
湯、オムツ等各自ご準備ください
申し込み 前日までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
〒653-8570（住所不要）
☎579-2311（内線457･458）Ⓕ579-2344

 赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
日時 ①5月18日（金）9:30～11:30　
②5月29日（火）・6月1日（金）10:00～11:30
③6月6日（水）10:30～12:15
場所 ①御蔵小学校体育館　②丸山ひばり小
学校体育館　③室内小学校多目的室

対象 乳幼児の親子（3カ月～3歳児。兄弟参
加可）各日15組程度
内容 交流会（御蔵小・丸山ひばり小は6年生、
室内小は5年生）・親子遊び
申し込み 3日前までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内線458･459）

 親子ふれあいあそび（体験保育）
親子でお友達づくり。給食（1回）おやつ（3回）
の提供があります。
日時 6月6日・13日・20日・27日（水）
〔予備日7月4日（水）〕10：00～12：00 
※全4回シリーズ
場所 神視保育園（三番町4-8）
対象 1～3歳の子どもとその保護者
定員 10組（申し込み多数の場合は抽選）
料金 1,000円（4回分、欠席の場合も返金なし）
申し込み 5月14日（月）までに☎かⒻで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582

 おやこ・DE・プラザ　離乳食セミナー
日時 6月26日（火）10:00～11:50
場所 ふたば保育所（二葉町7-1-30）
対象 1歳以下の子どもと、その保護者または
プレパパ・ママ※託児㊒
定員 10組（申込しみ多数の場合抽選）　
料金 無料
申し込み 6月8日（金）までに☎かⒻで問へ
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

 親と子のふれあい講座　
 おねしょをとおした子育て講座
専門家のアドバイスを受けながら、おねしょや子
育て全般についてグループで考える講座です。
日時 5月23日・30日・6月6日（水）10:00～12:00
場所 細田児童館　定員 10人（抽選）
対象 おねしょがある小学1～3年生の保護者
（3回出席できる方限定）　料金 無料
申し込み 5月14日(月)までに　か☎かⒻで問へ
問細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

「長田の夏まつり情報」大募集

善意銀行 30年2月分（敬称略）

歯周病検診のお知らせ

第48回神戸まつり協賛　
長田区民ボウリング大会

「わがまち長田を歩こう会」
ウォーキング講習会

しんながた図書館だより　　

ながたを歩こう

～祝福を乗せて走る華やかな花電車～
　この写真は、約50年前（1967年・昭和42年）の神戸開港百
周年を祝う長田交差点周辺の様子を撮影したものです。写真中
央の華やかな電車は「花電車」。かつて市民の足として活躍し
ていた市営電車が、花で装飾したオープンカーを走らせたもの
です。写真の状況は、花電車が鳥居前を右に折れて、東へ向か
うところです。沿道には多くの人々が詰め掛けており、祝福ム
ードが漂っているのが分かります。
　この花電車が通っている線路は、市営電車の線路。地上を走

っていた電車は、翌年の1968（昭和43）年の神戸高速鉄道の開
業、それに伴う市営長田駅の廃止により、現在の地下での運行
に変わりました。よってこの写真は、長田神社前商店街南周辺
の風景から、電車が無くなる直前の写真ともいえます。
　約50年の月日が経つ中で、走る車や電車は変わりましたが、
周辺のまち並みは現在も面影が残っています。長田神社前商店
街に古き良きにおいを感じる理由が分かります。

1967年
（昭和42年）

（資料提供：神戸アーカイブ写真館）
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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

5月11日（金）
5月24日（木）
6月8日（金）

5月9日（水）

１3：3０～１5：0０
１5：0０～１6：3０
１3：3０～１5：0０

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。

成
人
保
健 実施日 受付時間 会　場

5月15日（火）

5月21日（月）

9：15～11：00

9：15～11：00 

  

 

新長田勤労市民センター

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
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

■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）

5月1日～6月10日

申

各種相談

 お知らせ 　

日時 6月3日（日）
※資材配布は 5月28日（月）開始
区内で一斉に清掃をすることで、ごみのな
い、美しいまち神戸・長田をアピールしましょ
う！自宅・職場の周辺や道路・公園など身近な
場所が対象です。地域で声を掛け合い、皆さ
んのご参加・ご協力をお願いします。地域や
団体で軍手・ごみ袋が必要な場合は、5月28
日（月）～6月1日（金）に問で配布します。
※庭木・生け垣の刈り込みによる葉・枝や伐採
した樹木の収集はできません

問区まちづくり課　
☎579-2311（内223）

 長田区の花　サルビアの種の配布
育てていただける人にサルビアの種を配布し
ます（先着順）。
場所 区役所3階まちづくり課
問区まちづくり課　　
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

「それいけながた！福祉活動応援助成」申請団  
　体募集
共同募金・善意銀行・芝田カナヱ基金を活用
し、区内の地域福祉課題の解決に取り組む事
業や先駆的な事業を支援します。
助成上限額 25万円（審査あり）
申請締切 6月8日（金）まで(窓口にて受付)
※詳細は、問で配布する募集要項かホームペ
ージをご覧ください
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会
（住所不要）☎511-4277 Ⓕ574-2427
　長田区社会福祉協議会 　　検索

 歯周病検診のお知らせ　
歯周病は歯と歯を支える組織（歯肉や骨）が
侵され、放っておくと歯がぐらついて抜けてし
まうことがある病気です。いつまでも自分の
歯で健康に過ごすために年に1度は歯科検診
を受けましょう。
日時 6月6日（水）13:15～14:30
場所 区役所6階
対象 35歳と41歳以上の人
定員 28人（先着）　料金 無料
内容 むし歯やかみ合わせのチェック・歯周ポ
ケットの測定・ブラッシング指導
申し込み 5月8日（火）9:00予約開始（定員に
なり次第締め切り）
問市イベント案内･申込センター
☎333-3372

 善意銀行　30年2月分　（敬称略）
宮川地域もちつき会
ありがとうございました。

  「長田の夏まつり情報」大募集
区内で7・8月に開催される夏まつり情報を教
えてください。本紙および長田区ホームペー
ジに掲載します。皆さんで地域のまつりを盛
り上げましょう。
申し込み 開催日時、場所、イベントの概要、雨
天時の開催有無、主催者名、連絡先を☎かⒻ
で問へ
締め切り 5月25日（金）必着
※内容によっては掲載をお断りする場合があ
ります
問区まちづくり課　
☎579‐2311（内線225） Ⓕ579‐2336

 催し
第48回神戸まつり協賛　長田区民ボウリン
グ大会
毎年大好評！長田フェスティバルに合わせて
今年もボウリング大会を開催します。ぜひ、ご

参加ください。
日時 6月3日（日）9:00集合
場所 神戸スカイレーン　定員 150人
対象 区内在住・在勤・在学の人（小学生以下
は保護者同伴）
参加料 1人3ゲーム1,200円（高校生以下
1,000円）※当日徴収、シューズ代は個人負担
申し込み 6月2日（土）までに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、勤務先または学校名・学
年をはかⒻで問へ
問神戸スカイレーン内　長田区民ボウリング
大会事務局　〒653-0827上池田3-17-16
☎631-1181 Ⓕ631-2350

『わがまち長田を歩こう会』ウォーキング講習
会
日時 6月3日（日）
10:00～12:00（受付9:30～）
場所 区役所 7階大会議室
内容 明日から伝えたくなるナガーく歩ける秘訣
料金 無料　定員 60人（先着）※要事前申し込み
問区あんしんすこやか係
☎579-2311（内417） Ⓕ579-2343

 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（アニマシオンのみ要） 
●おはなし会
日時 5月5日(土･祝)、19日(土)
Ⓐ14：00～14：30、Ⓑ14：30～15：00
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～　定員 20人
●えほんの会
日時 5月12日(土)、26日(土)14:00～14:30
対象 4歳～小学生　定員 20人
●アニマシオン～本で遊ぼう～
日時 5月12日(土)10:30～12:00　対象 小学生
申し込み 　か☎で問へ
●おひざのうえのおはなし会
日時 5月16日(水)10:30～11:00
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 5月25日(金)10:30～11:30
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

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 6月8日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール　料金 有料
定員 400人（先着順）
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

 講演・講習　
 第2回リフレッシュセミナー
 「肩・腰・膝痛解消体操」
日時 5月25日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館 本館体育室
講師 伊藤 勇矢（同時手話通訳あり）
料金 無料　申し込み 不要　
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 サルビア講座「バランスのとれた
　食生活について（仮）」
人生100年時代を健康に過ごすために、社会
に溢れている健康情報とどのように付き合う
か考えましょう。
講師 神戸常盤大学短期大学部
口腔保健学科長 教授 吉田 幸恵
日時 6月2日（土）10:00～11:30
場所 区役所7階大会議室　料金 無料
定員 80人（申し込み多数の場合は抽選）　
申し込み 住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
記入し、はかⒻで問へ
問〒653-0838 大谷町2-6-2
神戸常盤大学「サルビア講座」係
☎611-1821 Ⓕ643-4361

 手話講習会（入門課程・基礎課程）
 受講者募集
日時 6月5日（火）～12月11日（火）
毎週火・木曜日（入門課程全22回、基礎課程
全24回）18:45～20:45
場所 新長田勤労市民センター
対象 原則、入門・基礎両方の受講が可能で、
神戸市在住・在勤・在学の方
定員 20人（長田区民を優先、抽選）
内容 手話の実技を通して、聴覚に障がいの
ある方への理解と知識を身に付け、手話に
よる日常会話ができることを目指す
料金 受講料【入門】8,000円【基礎】12,000
円（テキスト代別途3,240円程度）
申し込み 5月25日（金）までに住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を☎かⒻか    で問へ
問〒653-8570　長田区社会福祉協議会　
ボランティアセンター（住所不要）
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　  nagatavc@aqua.famille.ne.jp 

 子育て
すくすく赤ちゃんセミナー
日時 5月10日（木）13:30～15:40
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
対象 5～7カ月の赤ちゃんとお母さん（お父
さんもどうぞ！）
内容 専門のスタッフによる育児セミナーで
す。また同じ月齢のお子さんをもつお母さん
のお友達づくりのお手伝いもしています。
持ち物 母子手帳・すくすくハンドブック
※着脱しやすい靴で、ミルク、哺乳びん、お
湯、オムツ等各自ご準備ください
申し込み 前日までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
〒653-8570（住所不要）
☎579-2311（内線457･458）Ⓕ579-2344

 赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
日時 ①5月18日（金）9:30～11:30　
②5月29日（火）・6月1日（金）10:00～11:30
③6月6日（水）10:30～12:15
場所 ①御蔵小学校体育館　②丸山ひばり小
学校体育館　③室内小学校多目的室

対象 乳幼児の親子（3カ月～3歳児。兄弟参
加可）各日15組程度
内容 交流会（御蔵小・丸山ひばり小は6年生、
室内小は5年生）・親子遊び
申し込み 3日前までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内線458･459）

 親子ふれあいあそび（体験保育）
親子でお友達づくり。給食（1回）おやつ（3回）
の提供があります。
日時 6月6日・13日・20日・27日（水）
〔予備日7月4日（水）〕10：00～12：00 
※全4回シリーズ
場所 神視保育園（三番町4-8）
対象 1～3歳の子どもとその保護者
定員 10組（申し込み多数の場合は抽選）
料金 1,000円（4回分、欠席の場合も返金なし）
申し込み 5月14日（月）までに☎かⒻで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582

 おやこ・DE・プラザ　離乳食セミナー
日時 6月26日（火）10:00～11:50
場所 ふたば保育所（二葉町7-1-30）
対象 1歳以下の子どもと、その保護者または
プレパパ・ママ※託児㊒
定員 10組（申込しみ多数の場合抽選）　
料金 無料
申し込み 6月8日（金）までに☎かⒻで問へ
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

 親と子のふれあい講座　
 おねしょをとおした子育て講座
専門家のアドバイスを受けながら、おねしょや子
育て全般についてグループで考える講座です。
日時 5月23日・30日・6月6日（水）10:00～12:00
場所 細田児童館　定員 10人（抽選）
対象 おねしょがある小学1～3年生の保護者
（3回出席できる方限定）　料金 無料
申し込み 5月14日(月)までに　か☎かⒻで問へ
問細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

わがまちコンサート　ピフレ 手話講習会（入門課程・基礎課程）
受講者募集

サルビア講座
健康情報について考えましょう

第2回リフレッシュセミナー
「肩・腰・膝痛解消講座」

すくすく赤ちゃんセミナー

親子ふれあいあそび（体験保育）

おやこ・DE・プラザ 離乳食セミナー

親と子のふれあい講座
おねしょをとおした子育て講座

赤ちゃんと小学生の
ふれあい交流会

  第324回 サロンコンサート  第324回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／5月16日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／庄司優歌（ソプラノ）、
　　　長谷川恵理（ピアノ） 
曲目／はっか草（千原英喜）、今日も一つ
　　　（なかにしあかね）ほか
問区まちづくり課 
☎579-2311（内222） Ⓕ579-2301

ながたを歩こう

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）
行政相談
問兵庫行政評価事務所行政相談　☎321-1100 Ⓕ333-7919　
　日時／5月8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／5月25日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階社会福祉協議会

今号より区民広報誌「ながた」では、毎月『思い出、さんぽ』と題し
長田区の昔と今をご紹介していきます。

役立つ情報もお見逃しなく！

予告

次回は「駒ヶ林界隈」を紹介します（予定）。
お楽しみに。

無料

先着順　

第48回 長田フェスティバル 地区行事

5月12日（土）  9:00～13:00

5月13日（日）  9:30～12:30

5月13日（日）10:00～14:00

5月13日（日）11:00～12:00

5月19日（土）10:00～12:00

5月19日（土）10:00～12:00

5月26日（土）10:00～15:00

5月27日（日）11:00～13:30

5月27日（日）11:00～15:00

長田小学校校庭

池田小学校校庭

若松地域周辺、若松鷹取公園

会陽地区

五位の池小学校校庭

真陽南さくらグラウンド

駒ケ林公園

水笠通公園

長田ふれあいまつり

池田ふれあい運動会

若松フェスタ

会陽子ども会地区内パレード

ＧＯＩＮＯＩＫＥフェスティバル

第30回真陽フェスティバル

第23回駒ケ林ふれあいまつり

はすいけワｨワィフェスティバル

地域の皆さんの触れ合いの場となる楽しい催しが開催されます。ぜひ、見に来てください！

日　時 会　場 地区行事名

区民広報紙 ながた

長田東健康広場、番町地区、
長田神社

舟だんじり、子どもみこし、
パレード
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