
●長田区の姿（平成30年5月1日現在） 人口：96,219人  世帯数：49,423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　　　　　　　　　 
●窓口時間 8：45～17：15 第２・4木曜は19：00まで（一部窓口）　　

祭りの開催に合わせて、「左義長祭」と記された扇と漁船の旗が舞い、
奥には主役の「お山」も見える。まちを挙げた祭りの雰囲気が漂う。

それぞれのお山をぶつけ合う。
お山を押す人は、合わせて100人くらいいるだろうか。
その何倍にも及ぶ人が周りを取り囲み、観戦している。

空に向かって真っすぐに立ち上がったお山。設計図によると、
丸太と竹を組み合わせて高さ13間半（約25メートル）にもなるそうだ。

長田区長田区

長田区長田区FB

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐2301

区民広報紙 ながた
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 お知らせ 　

　第13回　神戸長田文化賞　候補者募集
長田に文化の種をまき、花を咲かせて区内外
に発信している個人や団体を募集します。芸
術文化活動において長田に元気を与え、元気
な長田をアピールしている方であればジャン
ルは問いません。皆さん奮ってご応募くださ
い。
応募方法 所定の用紙（問で配布）に必要事項
を記入の上、郵送かⒻで問へ
締め切り 7月2日（月）必着
主催 神戸長田文化賞実行委員会
問〒653-8570（住所不要）区まちづくり課
☎579-2311（内228） Ⓕ579-2301
　
　＜昨年度の受賞者＞（敬称略）
　神戸長田文化賞：溝端 健太（想咲太鼓打ち）
　神戸長田文化特別賞：だるま森＋えりこ
　（総合工作芸術家）・旗谷吉員（美術家）

　ながたのキレイなところカレンダー写真大
　募集
あなたがまちなかでキレイだと感じた「花」
「花や緑の風景」や、ゴーヤ、アサガオなどの
「緑のカーテン」の写真を募集します。とって
おきのスポットを教えてください。
応募条件 ①長田区に在住の人②おおむね１
年以内に区内の住宅や店舗、川、公園などで
撮影されたもの
応募方法 区役所、区内地域福祉センターな
どで配布するチラシの裏面に写真を貼付し
て、エピソードを記入し、郵送か　で問へ。区
ホームページからも応募可能。応募写真はお
返ししいたしません。
締め切り 9月28日（金）必着
※応募写真は平成31年カレンダーに数点採用予定
問〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課「ながたのキレイなところ」係
☎579‐2311 Ⓕ579‐2336
　ながたのキレイなところ　　検索

　衛生害虫の防除について（仮題）
アシナガバチ・スズメバチは６月頃から働きバ
チが羽化し始めます。ご自宅のハチについ
て、ハチの種類の見分け方やハチの巣の駆除
方法は下記までご相談ください。

　神戸市ハチ相談ダイヤル
　　  0120-947-988（平日8:45～17:30）
　問西部衛生監視事務所　
☎579-2660 Ⓕ579-2662

　共同募金（期間拡大1月～3月）
　＜報告とお礼＞
平成30年1月～3月に運動期間を拡大して実
施しました共同募金の募金額は、目標額を超
え251,532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。集まり
ました募金は、地域行事への貸出機材の購入
費に充てさせていただきます。

 催し
　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
日時 6月2日(土)、16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 6月9日(土)、23日(土)、30日(土)
14:00～14:30
対象 4歳～小学生　定員 20人
●おひざのうえのおはなし会
日時 6月20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 6月22日(金)10:30～11:30
対象 0～3歳の子どもと保護者
●大人の楽しい朗読
日時 6月23日(土)11:00～12:00
対象 成人
問新長田図書館　〒653-0835(住所不要)
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 講演・講習
 長田区民健康講座
心と身体のリラクゼーション（実技）
日時 7月8日(日)10:00～11:30
（受付9:40～）
場所 長田区役所6階
対象 20～49歳の長田区民　
料金 無料　
定員 30人（先着）※託児有（定員10人）
申し込み ☎かⒻで問へ
問区あんしんすこやか係
☎579-2311 Ⓕ579‐2343

 神戸ゆかりの日本画家
日時 6月30日（土）10:00～11:30
場所 新長田勤労市民センター 3階講習室2
料金 無料　定員 40人（先着順）
申し込み 　で問へ
問新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

  県政150周年記念講演「伊藤博文」
日時 7月9日（月）14:00～15:30
場所 新長田勤労市民センター別館 ピフレ大ホール
料金 無料　定員 300人（先着順）
申し込み ☎かⒻか　で問へ
問新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

　第３回リフレッシュセミナー
日時 6月22日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館本館 体育室
演題 ぐっすり眠ってスッキリ起きる！大切な睡
眠の話
講師 上級睡眠健康指導士 高岸眞智子
料金 参加費無料（同時手話通訳あり）
申し込み 不要

問長田公民館　☎575-1374 Ⓕ575-1785

  親子にこにこ講座（ベビーダンス）
児童館にて「親子でスキンシップ！ベビーダン
ス」を実施します。ご参加お待ちしています。

時間 10：30～12：00（受付10：00～）
対象 3カ月（首座り）～2歳くらいまでの子ど
もと保護者(妊娠中の方は参加できません)
定員 15組（申し込み多数の場合は抽選）
申し込み ☎で各児童館へ(受付は実施1カ月
前から1週間前まで) 
問区こども家庭支援課子育てサポーター
☎579-2311（内457・458）
※大日丘・長田・五位の池・志里池・真野・長楽
児童館は9月以降実施予定です

　
　給食体験
ふれあいあそびもあります。
日時 ７月12日（木）10：00～12：00
場所 けやき保育園（大日丘町3-10-9）
対象 1歳～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）
料金 250円
申し込み 6月20日（水）までに☎かⒻで問へ
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582

  サマー・プラザ
親子で一緒に「砂・水・泥んこあそび」。

対象 ０歳～就学前の子どもと保護者
時間 10:00～11:30（受付9:45～）
（11:00～室内でのお楽しみタイムです）

持ち物 着替え・タオル・ビニール袋・お茶・帽子
料金 無料　申し込み 不要
※他にも「夏ひろば」としてプール開放や夏の
遊び場を紹介しています。詳しくは問へ
※9:00の時点で気象警報発令の場合中止です
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582

  よーせて★ランドで遊ぼう
人形劇を楽しんだあと、ボールプールやトン
ネルで遊ぼう。
日時 ７月５日（木）10:00～11:30
　　 10：00～人形劇、10：30～サーキット遊び
場所 長田区役所７階
対象 ０歳～就学前の子どもと保護者
料金 無料　申し込み 不要
※9:00の時点で気象警報発令の場合中止です
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　ながたカンガルーブログ  　検索

　子育てふれあい教室
日時 7月6日（金）10:30～12:00
場所 新長田勤労市民センター ４階文化教室
料金 無料　申し込み 　で問へ
問長田区あじさい講座事務室

☎643-2436 Ⓕ643-0417

　はじめの第１歩　※全２回
ママたちの仲間づくりや地域デビューをお手
伝いする2回連続プログラムです（託児付き）。
日時 ７月２日(月)・14日(土)10:30～12:00
場所 細田児童館
対象 初回日に生後４～６カ月の乳児と保護者
定員 10組　料金 無料
申し込み 6月18日(月)までに☎かⒻか　で
問へ
問細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

ハチの対処方法について

第13回 神戸長田文化賞　
候補者募集

ながたのキレイなところカレンダー
写真大募集

共同募金（期間拡大1月～3月）
＜報告とお礼＞

ながたを歩こう

江戸時代から昭和にかけて
長田区に〝けんか祭り が
あったことをご存じですか？

左義長祭りとは
　左義長祭りは家内安全や無病息災を願って行われる正月の火祭行
事の一つ。全国各地にもどんど祭りなど同様の祭りがあり、宮中の
悪魔祓いの儀式をまねたことが起源とされています。

駒ケ林の左義長・けんか祭り
 ただ、駒ケ林の左義長は他の火祭行事とは一線を画していました。
それは、高々と丸太と竹を組み上げて作る「お山」の迫力と激し
さ。駒ケ林村内にある派閥間の漁場争いに決着をつけるため、
（1845年・弘化2年）以降、それぞれの派閥が左義長祭りで作った
お山を駒ケ林港の砂浜の上でぶつけて倒し合うようになりました。
勝った方がその年1年間、漁の網入優先権を得られるため、互いに気
合いが入り、13間半（約25メートル）に及ぶ高さのお山を「けんか
祭り」と異名が付くほど激しくぶつけ合う祭りへと変化していきま
した。

最後の左義長、復活
　しかし昭和34年、砂浜がコンクリートで固められたことで、けん
か祭りは大変危険として行われなくなりました。よって左の写真
は、最後の駒ケ林港でのけんか祭りの様子です。
　以後、長らく開催される事の無かったけんか祭りですが、（1993
年・平成5年）に地域の魅力づくりを目的とした「アーバンリゾート
フェア‘93」の一環として１度復活しました。会場には約２万人もの
人が訪れたとのことで、けんか祭りは駒ケ林の人々が誇る唯一無二
のお祭りだったのだと思います。
　
そして、今の駒ケ林
　けんか祭りは行われなくなりましたが、現在駒ケ林では「親子で楽
しめる！漁業体験ツアー」（次回７月予定）や「いかなごウォークラ
リー」（次回3月頃予定）が開催された
り、駒ケ林のまち全体で下町芸術を楽
しむ催しが企画されるなど、魅力あふ
れるまちづくりが進められています。
　是非、一度足を運んで駒ケ林の多様
な魅力にふれてみてください。
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