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区内の子育て世代への情報提供ツール
「ためまっぷながた」の本格的な運用を開始します。

子どもの成長支援

●長田区の姿（平成31年3月1日現在） 人口：95,424人  世帯数：49,162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）　　

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

● 読書や読み聞かせなどによる子どもの力の
   底上げにつながる取り組み
● 区役所庁舎に地域子育て支援拠点を整備　など

コーディネーターが

サポートします

新長田合同庁舎の完成に伴い増加する来街者が、
新長田駅周辺を回遊する仕組みづくりを地域・商店街と
連携して取り組みます。

※左の写真は国際課非常勤嘱託職員ダン氏

にぎ

まちの賑わい創出

● TRANS-KOBE（アート・プロジェクトKOBE2019)や
  下町芸術祭の開催支援
● 新長田駅前広場の再整備を検討　など

地域と在住外国人との調整を担う「地域共生コーディネーター」
を配置します。

多文化共生

● 在住外国人支援拠点をふたば学舎内に設置
● 在住外国人が日本の生活習慣・文化・言語を理解するための
　交流事業を実施　など

人と人とのつながり
を大切にする、面白

くて居心地がいい、

一人ひとりの個性が
発揮できる…。そん

な長田が

「もっとみんなが暮ら
しやすいまち」

  となるように、201
9年度の長田区は、

以下の施策を進めて
いきます。



15

記号の見方
は…はがき　○…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○…直接持参　　　…Eメール　 

往

直

長田区情報BOX　

 お知らせ 　

　長田区地域づくり活動助成
長田区民が自ら企画、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～2020年3月31日
募集期間 4月1日（月）～26日（金）
問区まちづくり課　☎579-2311（内226）
Ⓕ579-2301
　長田区　活動助成　　検索

 福祉乗車証（※小学生以下対象の磁気カー
　ド）の交換
日時 4月1日（月）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
※代理人の場合、①③と代理人の印かん、代
理人の本人確認書類が必要です

※紛失などで福祉乗車証（磁気カード）をお持
ちでない方には、4月26日（金）から交付します
※4月から中学1年生になる方は、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）
をお持ちの方の交換はありません
問市総合コールセンター
☎333-3330 Ⓕ333-3314

　共同募金・歳末たすけあい募金
　報告とお礼
昨年に実施した共同募金・歳末たすけあい募
金の募金額は、8,674,986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。
◎赤い羽根共同募金　   4,897,929円
◎歳末たすけあい募金　3,777,057円

　ながた賞授賞式
2月17日、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」の表彰式が、ふたば学舎で行
われました。

　　

 催 し　
　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
日時 4月21日（日）9：00集合
場所 区役所7階 区民ギャラリー
対象 区内在住、在勤、在学のグループ〔1チー
ム5人、20チーム〕
料金 無料
②長田区民グラウンドゴルフ大会
日時 5月26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 区内在住、在勤、在学のグループ〔1グ
ループ3人、前後半とも各32グループ 〕　
料金 無料
申し込み ①②とも4月10日（水）までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 
　長田区　神戸まつり　スポーツ  　検索
Web申し込みは
①https://kobecity-official-event.jp/form/356
②https://kobecity-official-event.jp/form/355

 　　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
申し込みアニマシオンのみ☎か　で問へ
●おはなし会
日時 4月6日（土）、20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 4月13日（土）、27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 4月17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
●アニマシオン～本で遊ぼう！～
日時 4月20日（土）10：30～11：45
対象 小学生　定員 15人（先着）
●ほのぼのひろば
日時 4月26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 4月27日（土）11：00～12：00　
対象 成人
問新長田図書館 
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　ピフレホールの催し
場所 ピフレホール3階
●わがまちコンサートピフレ
日時 4月19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27日（土）10：00～12：00
申し込み 4月2日（火）以降☎かⒻか　で問へ
定員 36人（先着）　料金 2,500円
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

　長田の園遊会　第15回 花水木まつり
屋台やステージなど、イベント盛りだくさん。
日時 4月29日（月・祝）10:00～16:00 
※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・祝休日休み）

 長田公民館合同開講式・記念公演会
　和の心を楽しもう！邦楽コンサート
日時 4月６日（土）10：00～12：00
場所 長田公民館　料金 無料
出演 こうべ邦楽ワークショップ
※同時手話通訳あり
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

　第14回そんなあなたを応援します
新長田で大応援パフォーマンス
日時 5月11日（土）13：00～14：30 
場所 若松公園・鉄人広場　※雨天時は六間
道5丁目商店街に変更
問NPO法人KOBE鉄人PROJECT
☎646-3028 Ⓕ642-3444

 

　第46回おもしろ音楽博物館
アフター・アワーズ・セッションの音楽会
日時 5月26日（日）14：00～（13：30開場）
場所 ピフレホール　
定員 300人（先着）
出演 植田恵子、高橋幸子、松原央樹 
世古宗優、首藤元、松下浩之
右近恭子、山科孝義（語り）
曲目 ブレーメンの音楽隊/F.ティッシュハウ
ザー、作品番号Ｚoo/L.ベリオ、象とハエ/H.ク
リング、ねずみ･ビーバー･熊のセレナーデ
/G.V.アイネム 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）、参加者の年齢を記入し、〒
653‐8570（住所不要）区まちづくり課「おもし
ろ音楽博物館係」へ※5月16日（木）消印有効
問ほたる火コンサート協会
☎090-5903-2408（正岡）

 講演・講習
　「ゴーヤの育て方講習会」参加者募集
日時 ①5月10日（金）②5月11日（土）③5月
14日（火）いずれも10:00～
場所 ①ピフレホール会議室A ②区役所7階
大会議室 ③丸山コミュニティセンター
定員 ①③各50人②100人（いずれも先着）
料金 無料
申し込み 4月9日（火）から☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372
Web申し込みは
①https://kobecity-official-event.jp/form/318
②https://kobecity-official-event.jp/form/321
③https://kobecity-official-event.jp/form/322

 子育て
　 
　地域子育て応援プラザ長田からのお知らせ
●給食体験
対象 1～3歳の子どもと保護者
日時 5月23日（木）10：00～12：00 
場所 けやき保育園（大日丘町3-10-9）
定員 10組（抽選） 　料金 250円
申し込み 4月24日（水）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
●親子ふれあいあそび（体験保育）
対象 1歳半～3歳の子どもと保護者
日時 5月8日、15日、22日、29日（水）、予備日
6月5日（水）10：00～12：00　※4回シリーズ
場所 新生こども園（平和台町2-1-23）
定員 10組（抽選）
料金 1,000円（4回分、欠席の場合も返金なし）
申し込み 4月17日（水）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
●ファーストトイ
対象 第一子を妊娠中のプレママ、プレパパ
日時 4月24日、5月15日、29日（水）
14：00～15：30　※3回シリーズ
場所 子育て広場「ときわんクニヅカ」
定員 5人（抽選）　料金 300円
申し込み 4月18日（木）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ

●離乳食セミナー
対象 1歳以下の子どもと保護者またはプレ
ママ、プレパパ
日時 4月25日（木）13：30～15：00
場所 駒栄保育所（駒栄町3-1-17）
定員 10組（抽選）※託児あり　料金 無料
申し込み 4月18日（木）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
     plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

  細田児童館からのお知らせ
場所 細田児童館
●「子育てシニアサポーター」募集
内容 主に月曜午前中の乳児の託児、小学生
の見守り（日当、交通費支給）
対象 75歳までの神戸市民
※5月29日（水）～6月26日（水）に開催する
養成講座を3回受講できる人
申し込み 4月26日（金）までに☎かⒻか　で
問へ
●J-café（じどうかんカフェ）
内容 発達がゆっくりな乳幼児とその保護者の
交流
日時 毎週火曜13：00～14：30
※学校長期休業中は除く
申し込み 不要　
料金 無料
問細田児童館（区拠点児童館）
☎Ⓕ612-3797

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、保護者が互いに子どもたちの世話
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。
実施期間 5月中旬～2020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）
募集組数 1クラス20組程度
応募資格 4月1日時点で2～4歳児の子ども
と保護者
年会費 親子1組（2人）年額3,000円
申し込み 各児童館で配布する申込書に記入
し、4月11日（木）～18日（木）に☎で各児童館へ
※児童館によって定員・募集期間など異なる
場合があるため、詳細は右記児童館に問い合
わせてください
問こども青少年課　
☎322-5210 Ⓕ322-6043

長田区地域づくり活動助成

ながた賞授賞式

福祉乗車証（※小学生以下対象の磁気カード）
の交換

共同募金・歳末たすけあい募金
報告とお礼

ながたを歩こう

神戸まつり協賛行事（参加者募集）

第14回そんなあなたを応援します

第46回おもしろ音楽博物館しんながた図書館だより

ピフレホールの催し

長田の園遊会　
第15回 花水木まつり

長田公民館合同開講式・記念公演会
グループ澪のおもしろ邦楽講座

○

○

知的障害者の方

精神障害者の方

母子世帯の方

区 分　　　　　必要な手帳・証書

身体障害者
(1～4級)の方 身体障害者手帳

療育手帳

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

若者に選ばれるまち
区内外の若者が長田区の魅力を
新たに発掘し、撮影した写真や動
画をSNSを利用して発信・交流し
ていく取り組みを進めます。

ながた緑プロジェクト
長田に緑を増やす「ながた緑プ
ロジェクト」。商店街の緑化やプ
ロジェクトのシンボルとなる、潤
いのある緑の空間づくりに取り組
みます。

認知症高齢者支援
認知症徘徊高齢者対応模擬訓
練を全あんしんすこやかセンター
において実施するとともに、ふれ
あいのまちづくり協議会の認知
症予防活動を支援します。

さらにこのような
取り組みも
▼

はいかい
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 お知らせ 　

　長田区地域づくり活動助成
長田区民が自ら企画、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～2020年3月31日
募集期間 4月1日（月）～26日（金）
問区まちづくり課　☎579-2311（内226）
Ⓕ579-2301
　長田区　活動助成　　検索

 福祉乗車証（※小学生以下対象の磁気カー
　ド）の交換
日時 4月1日（月）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
※代理人の場合、①③と代理人の印かん、代
理人の本人確認書類が必要です

※紛失などで福祉乗車証（磁気カード）をお持
ちでない方には、4月26日（金）から交付します
※4月から中学1年生になる方は、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）
をお持ちの方の交換はありません
問市総合コールセンター
☎333-3330 Ⓕ333-3314

　共同募金・歳末たすけあい募金
　報告とお礼
昨年に実施した共同募金・歳末たすけあい募
金の募金額は、8,674,986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。
◎赤い羽根共同募金　   4,897,929円
◎歳末たすけあい募金　3,777,057円

　ながた賞授賞式
2月17日、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」の表彰式が、ふたば学舎で行
われました。

　　

 催 し　
　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
日時 4月21日（日）9：00集合
場所 区役所7階 区民ギャラリー
対象 区内在住、在勤、在学のグループ〔1チー
ム5人、20チーム〕
料金 無料
②長田区民グラウンドゴルフ大会
日時 5月26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 区内在住、在勤、在学のグループ〔1グ
ループ3人、前後半とも各32グループ 〕　
料金 無料
申し込み ①②とも4月10日（水）までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 
　長田区　神戸まつり　スポーツ  　検索
Web申し込みは
①https://kobecity-official-event.jp/form/356
②https://kobecity-official-event.jp/form/355

 　　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
申し込みアニマシオンのみ☎か　で問へ
●おはなし会
日時 4月6日（土）、20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 4月13日（土）、27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 4月17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
●アニマシオン～本で遊ぼう！～
日時 4月20日（土）10：30～11：45
対象 小学生　定員 15人（先着）
●ほのぼのひろば
日時 4月26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 4月27日（土）11：00～12：00　
対象 成人
問新長田図書館 
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　ピフレホールの催し
場所 ピフレホール3階
●わがまちコンサートピフレ
日時 4月19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27日（土）10：00～12：00
申し込み 4月2日（火）以降☎かⒻか　で問へ
定員 36人（先着）　料金 2,500円
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

　長田の園遊会　第15回 花水木まつり
屋台やステージなど、イベント盛りだくさん。
日時 4月29日（月・祝）10:00～16:00 
※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・祝休日休み）

 長田公民館合同開講式・記念公演会
　和の心を楽しもう！邦楽コンサート
日時 4月６日（土）10：00～12：00
場所 長田公民館　料金 無料
出演 こうべ邦楽ワークショップ
※同時手話通訳あり
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

　第14回そんなあなたを応援します
新長田で大応援パフォーマンス
日時 5月11日（土）13：00～14：30 
場所 若松公園・鉄人広場　※雨天時は六間
道5丁目商店街に変更
問NPO法人KOBE鉄人PROJECT
☎646-3028 Ⓕ642-3444

 

　第46回おもしろ音楽博物館
アフター・アワーズ・セッションの音楽会
日時 5月26日（日）14：00～（13：30開場）
場所 ピフレホール　
定員 300人（先着）
出演 植田恵子、高橋幸子、松原央樹 
世古宗優、首藤元、松下浩之
右近恭子、山科孝義（語り）
曲目 ブレーメンの音楽隊/F.ティッシュハウ
ザー、作品番号Ｚoo/L.ベリオ、象とハエ/H.ク
リング、ねずみ･ビーバー･熊のセレナーデ
/G.V.アイネム 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）、参加者の年齢を記入し、〒
653‐8570（住所不要）区まちづくり課「おもし
ろ音楽博物館係」へ※5月16日（木）消印有効
問ほたる火コンサート協会
☎090-5903-2408（正岡）

 講演・講習
　「ゴーヤの育て方講習会」参加者募集
日時 ①5月10日（金）②5月11日（土）③5月
14日（火）いずれも10:00～
場所 ①ピフレホール会議室A ②区役所7階
大会議室 ③丸山コミュニティセンター
定員 ①③各50人②100人（いずれも先着）
料金 無料
申し込み 4月9日（火）から☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372
Web申し込みは
①https://kobecity-official-event.jp/form/318
②https://kobecity-official-event.jp/form/321
③https://kobecity-official-event.jp/form/322

 子育て
　 
　地域子育て応援プラザ長田からのお知らせ
●給食体験
対象 1～3歳の子どもと保護者
日時 5月23日（木）10：00～12：00 
場所 けやき保育園（大日丘町3-10-9）
定員 10組（抽選） 　料金 250円
申し込み 4月24日（水）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
●親子ふれあいあそび（体験保育）
対象 1歳半～3歳の子どもと保護者
日時 5月8日、15日、22日、29日（水）、予備日
6月5日（水）10：00～12：00　※4回シリーズ
場所 新生こども園（平和台町2-1-23）
定員 10組（抽選）
料金 1,000円（4回分、欠席の場合も返金なし）
申し込み 4月17日（水）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
●ファーストトイ
対象 第一子を妊娠中のプレママ、プレパパ
日時 4月24日、5月15日、29日（水）
14：00～15：30　※3回シリーズ
場所 子育て広場「ときわんクニヅカ」
定員 5人（抽選）　料金 300円
申し込み 4月18日（木）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ

●離乳食セミナー
対象 1歳以下の子どもと保護者またはプレ
ママ、プレパパ
日時 4月25日（木）13：30～15：00
場所 駒栄保育所（駒栄町3-1-17）
定員 10組（抽選）※託児あり　料金 無料
申し込み 4月18日（木）までに☎かⒻかEメー
ルで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
     plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

  細田児童館からのお知らせ
場所 細田児童館
●「子育てシニアサポーター」募集
内容 主に月曜午前中の乳児の託児、小学生
の見守り（日当、交通費支給）
対象 75歳までの神戸市民
※5月29日（水）～6月26日（水）に開催する
養成講座を3回受講できる人
申し込み 4月26日（金）までに☎かⒻか　で
問へ
●J-café（じどうかんカフェ）
内容 発達がゆっくりな乳幼児とその保護者の
交流
日時 毎週火曜13：00～14：30
※学校長期休業中は除く
申し込み 不要　
料金 無料
問細田児童館（区拠点児童館）
☎Ⓕ612-3797

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、保護者が互いに子どもたちの世話
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。
実施期間 5月中旬～2020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）
募集組数 1クラス20組程度
応募資格 4月1日時点で2～4歳児の子ども
と保護者
年会費 親子1組（2人）年額3,000円
申し込み 各児童館で配布する申込書に記入
し、4月11日（木）～18日（木）に☎で各児童館へ
※児童館によって定員・募集期間など異なる
場合があるため、詳細は右記児童館に問い合
わせてください
問こども青少年課　
☎322-5210 Ⓕ322-6043

ながたを歩こう

地域子育て応援プラザ長田からの
お知らせ

細田児童館からのお知らせ

児童館すこやかクラブ会員募集

「ゴーヤの育て方講習会」
料理レシピ本とゴーヤの苗を配付

○

区民広報紙「ながた」では、来月より『ぶらっとこーへん？』と題し
長田区のイベント情報をご紹介していきます。

あわせて役立つ情報をお伝えしていきますので、どうぞお見逃しなく！

区民広報紙 ながた
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）
行政相談
問兵庫行政評価事務所行政相談　☎321-1100 Ⓕ333-7919　
　日時／4月9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26日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

無料

先　着　

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12日（金）、5月10日（金）

4月25日（木）

4月9日（火）・23日（火）、
5月14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。

成
人
保
健

実施日 受付時間 会　場

4月24日（水） 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
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

■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、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
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

申

児童館名 住所・電話番号

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

実施児童館

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）

費用 3,250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出来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
※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

日　時

4月9日（火）　13：40～14：00

4月9日（火）　14：30～14：50

4月10日（水）　13：40～14：00

4月10日（水）　14：25～14：50

長田神社境内

駒林神社（駒ヶ林町3丁目7－3）

花山公園（花山町1丁目１）

うぐいす橋詰（大日丘第2集会所横)　

　集合注射実施場所

  第336回 サロンコンサート  第336回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／4月17日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／足立 友里（ピアノ）
曲目／創作主題による32の変奏曲　
　　　WoO.80（ベートーヴェン）、
　　　喜びの島（ドビュッシー） ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372

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月の間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。
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