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日時 5月23日（木）、24日（金）
9:00～12:00、13：00～15：30
場所 区役所7階 702会議室
問区まちづくり課
☎579-2311（内線223）

 サルビアの種（長田区の花）配布中
場所 区役所3階まちづくり課
問区まちづくり課
☎579-2311（内線225）

 長田の夏まつり情報　大募集
申し込み 5月24日（金）までに開催日時、
場所、夏まつり概要とPR文、雨天時の開催
の有無、主催者名、連絡先を☎かⒻで問へ
問区まちづくり課
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

　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
※5月20日（月）～27日（月）は蔵書点検
のため休館
●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 5月15日(水)10：30～11：00
定員 20組
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 5月31日(金)10：30～11：30
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 5月4日(土・祝)、18日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 5月11日(土)14：00～14：30
定員 20人
●パパのおひざでおはなし会
対象 乳幼児と保護者
日時 5月5日(日・祝)11：00～11：20
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　第6回親子で楽しめる！
 長田駒ヶ林漁業体験ツアー
タッチプール、競りの体験ほか
対象 小学1～6年生の親子（親1人子1人
で1組）
日時 6月2日（日）9:00～12:15
（受付8：30～）
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前
（駒ヶ林町4-3-2）
料金 1組1,000円（当日支払い）
申し込み 5月14日（火）までにⒻ（FAX用
申込票は区役所他で配布）かEメール（区ホ
ームページ新着情報にリンク掲載）で問へ
定員 20組（抽選）
問区まちづくり課　
☎579-2311（内線228） Ⓕ579-2301

 長田区民ボウリング大会
 （第49回神戸まつり協賛）
対象 区内在住、在勤、在学の人（小学生
以下は保護者同伴）
日時 6月2日（日）10：00集合
場所 フェニックスボウル長田店
料金 1,200円（高校生以下1,000円）
※シューズ代別途
申し込み 5月31日（金）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☎かⒻで問へ
定員 150人（抽選）
問長田区民ボウリング大会事務局
（フェニックスボウル長田店内）
〒653-0015　長田区菅原通6-2
☎511-5678 Ⓕ511-5648

サルビア講座「○○○○○○○」
講師 神戸常盤大学医療検査学科 
栃倉匡文教授
日時 6月1日（土）10：00～11：30
場所 区役所7階 大会議室
料金 無料
申し込み 5月24日（金）までにはがきか
Ⓕで問へ
定員 80人（先着）
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

　西市民病院「糖尿病教室」
日時 5月10日（金）14：00～15：30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金 無料　
問西市民病院総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

地域子育て応援プラザの催し
●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 5月22日（水）13:30～15:00
場所 神視保育園（三番町4-8）
料金 無料
申し込み 5月13日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
定員 10組（抽選）※託児あり
●よーせて★ランドであそぼう
対象 0歳から就学前の子どもと保護者
日時 6月6日（木）14：00～16：00　
※午前10：00気象警報発令の場合中止
場所 区役所6階 多目的室
料金 無料
申し込み 不要
●給食体験
対象 1～3歳の子どもと保護者
日時 6月25日（火）10:00～12:00
場所 神楽こども園（神楽町2-2-29）
料金 250円
申し込み 6月4日（火）までに☎かⒻかE
メールで問へ
定員 5組（抽選）
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　 plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　すくすく赤ちゃんセミナー
育児、お友達づくりのお手伝い
対象 5～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 5月9日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
申し込み ☎で問へ（予約制）
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
対象 3カ月～3歳児の子どもと保護者
日時 ①5月24日（金）9:30～11:30
②5月29日（水）、31日（金）10:00～
11:30③6月7日（金）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
定員 各15組（抽選）
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）

　親と子のふれあい講座「赤ちゃんとの　ふ
れあい講座」全4回シリーズ
対象 初回に生後4～6カ月の赤ちゃんと保護者
日時 6月17日、24日、7月1日、8日（いず
れも月曜）10：00～12：00
場所 細田児童館　定員 10組（抽選）
申し込み 6月3日(月)までに☎かⒻか直
接問へ
問細田児童館（区拠点）　☎Ⓕ612-3797

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…ファックス 　　…Eメール　 

長田区一斉クリーン作戦(6月2日)の
軍手・ごみ袋を配布

サルビア（長田区の花）の種配布中
（なくなり次第終了）

長田の夏まつり情報　大募集
  第337回 サロンコンサート  第337回 サロンコンサート

無料 申し込み不要

日時／5月15日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／オカリーナ・アミカ（オカリナ）
曲目／狩人の合唱～魔弾の射手より～
　　　（ウェーバー）、真珠とりのタンゴ
　　　（ビゼー）ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 Ⓕ333-3314

 お知らせ

第4回ええやんながた動画コンテストの
受賞作品が決定しました！

駒ケ林小学校・駒ヶ林中学校の校区が広くなります

はじめまして

しんながた図書館だより

第6回親子で楽しめる！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー

長田区民ボウリング大会
（第49回神戸まつり協賛）

 催しながた
5月の情報BOX

長田区ええやんながた

長田区神戸市　学校環境整備課

サルビア講座「ペットブームに潜む危険 
～動物由来感染症～」

西市民病院 「糖尿病教室」

 講演・講習

善意銀行 2月分（順不同・敬称略）
池田ふれあいのまちづくり協議会、番町地区防災福祉コミュニティ、ういろや、真野ふれあいのまちづくり協議会、
監物太郎保存会、株式会社マルハン、神戸ツキワ登山会、池田新町自治会、(株)mi-kittyミキティ介護事業所
ありがとうございました。

あなたの思う、感じる「ええやんながた」をテーマに、作品を募集
した動画コンテスト。第４回の最優秀賞は、長田がカッコよく撮影
されたKim Younghunさん制作の「NAGATA」に決定しました！
そのほかの受賞作品も「ほっこり」「おもろい」「かわいい」とさま
ざま。ぜひ、ご覧ください。

2020年度から、だいち小学校・太田中学校校区のうちJRより南側の長田区地域が、駒ケ林小学校・駒ヶ林
中学校の校区となります（2019年度は、いずれかの学校を希望選択できます）。
問教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課
☎322-6893 Ⓕ322-6157

このたび長田区長に就任しま
した増田匡です。実は、私自身
も長田区民の一人。大好きな
長田区のために働けること
が、とてもうれしいです。長田
区がもっと魅力的なまちにな
るために、精一杯頑張ります
ので、どうぞよろしくお願いい
たします。

※視聴は、区ホームページ内「ええやんながた動画コンテスト」のページから

ますだ ただす

長田区長　

増田　匡 
ますだ ただす

区長あいさつ
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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行政相談　☎321-1100 Ⓕ333-7919　
　日時／5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／5月24日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

税務相談
問近畿税理士会長田支部　☎747-0588
　日時／5月9日（木）13：00～16：00（要予約）
　場所／（公社）長田納税協会

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

5月10日（金）、6月14日（金）

5月23日（木）

5月14日（火）、6月11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

5月17日（金）

5月28日（火）

9：15～11：00

9：15～11：00

  

 

新長田勤労市民センター3階

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　1000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）

5月1日～6月15日

申

日時 5月23日（木）、24日（金）
9:00～12:00、13：00～15：30
場所 区役所7階 702会議室
問区まちづくり課
☎579-2311（内線223）

 サルビアの種（長田区の花）配布中
場所 区役所3階まちづくり課
問区まちづくり課
☎579-2311（内線225）

 長田の夏まつり情報　大募集
申し込み 5月24日（金）までに開催日時、
場所、夏まつり概要とPR文、雨天時の開催
の有無、主催者名、連絡先を☎かⒻで問へ
問区まちづくり課
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

　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
※5月20日（月）～27日（月）は蔵書点検
のため休館
●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 5月15日(水)10：30～11：00
定員 20組
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 5月31日(金)10：30～11：30
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 5月4日(土・祝)、18日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 5月11日(土)14：00～14：30
定員 20人
●パパのおひざでおはなし会
対象 乳幼児と保護者
日時 5月5日(日・祝)11：00～11：20
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　第6回親子で楽しめる！
 長田駒ヶ林漁業体験ツアー
タッチプール、競りの体験ほか
対象 小学1～6年生の親子（親1人子1人
で1組）
日時 6月2日（日）9:00～12:15
（受付8：30～）
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前
（駒ヶ林町4-3-2）
料金 1組1,000円（当日支払い）
申し込み 5月14日（火）までにⒻ（FAX用
申込票は区役所他で配布）かEメール（区ホ
ームページ新着情報にリンク掲載）で問へ
定員 20組（抽選）
問区まちづくり課　
☎579-2311（内線228） Ⓕ579-2301

 長田区民ボウリング大会
 （第49回神戸まつり協賛）
対象 区内在住、在勤、在学の人（小学生
以下は保護者同伴）
日時 6月2日（日）10：00集合
場所 フェニックスボウル長田店
料金 1,200円（高校生以下1,000円）
※シューズ代別途
申し込み 5月31日（金）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☎かⒻで問へ
定員 150人（抽選）
問長田区民ボウリング大会事務局
（フェニックスボウル長田店内）
〒653-0015　長田区菅原通6-2
☎511-5678 Ⓕ511-5648

サルビア講座「○○○○○○○」
講師 神戸常盤大学医療検査学科 
栃倉匡文教授
日時 6月1日（土）10：00～11：30
場所 区役所7階 大会議室
料金 無料
申し込み 5月24日（金）までにはがきか
Ⓕで問へ
定員 80人（先着）
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

　西市民病院「糖尿病教室」
日時 5月10日（金）14：00～15：30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金 無料　
問西市民病院総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

地域子育て応援プラザの催し
●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 5月22日（水）13:30～15:00
場所 神視保育園（三番町4-8）
料金 無料
申し込み 5月13日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
定員 10組（抽選）※託児あり
●よーせて★ランドであそぼう
対象 0歳から就学前の子どもと保護者
日時 6月6日（木）14：00～16：00　
※午前10：00気象警報発令の場合中止
場所 区役所6階 多目的室
料金 無料
申し込み 不要
●給食体験
対象 1～3歳の子どもと保護者
日時 6月25日（火）10:00～12:00
場所 神楽こども園（神楽町2-2-29）
料金 250円
申し込み 6月4日（火）までに☎かⒻかE
メールで問へ
定員 5組（抽選）
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　 plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　すくすく赤ちゃんセミナー
育児、お友達づくりのお手伝い
対象 5～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 5月9日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
申し込み ☎で問へ（予約制）
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
対象 3カ月～3歳児の子どもと保護者
日時 ①5月24日（金）9:30～11:30
②5月29日（水）、31日（金）10:00～
11:30③6月7日（金）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
定員 各15組（抽選）
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）

　親と子のふれあい講座「赤ちゃんとの　ふ
れあい講座」全4回シリーズ
対象 初回に生後4～6カ月の赤ちゃんと保護者
日時 6月17日、24日、7月1日、8日（いず
れも月曜）10：00～12：00
場所 細田児童館　定員 10組（抽選）
申し込み 6月3日(月)までに☎かⒻか直
接問へ
問細田児童館（区拠点）　☎Ⓕ612-3797

第49回 長田フェスティバル 地区行事

5月11日（土）  9:00～13:00

5月11日（土）11:00～12:00

5月12日（日）  9:30～12:30

5月12日（日）10:00～14:00

5月18日（土）10:00～12:00

5月18日（土）10:00～12:00

5月25日（土）10:00～15:00

5月26日（日）11:00～13:30

5月26日（日）11:00～15:00

5月26日（日）11:00～15:00

長田小学校校庭

会陽地区

池田小学校校庭

若松地域周辺、若松鷹取公園

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

丸山コミュニティ・センター

長田ふれあいまつり

会陽子ども会 地区内パレード

池田ふれあい運動会

若松フェスタ

ＧＯＩＮＯＩＫＥフェスティバル

第31回真陽フェスティバル

第24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

第1回丸山まつり

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

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

地域子育て応援プラザの催し

すくすく赤ちゃんセミナー

赤ちゃんと小学生の
ふれあい交流会

親と子のふれあい講座「赤ちゃん
とのふれあい講座」全4回シリーズ

 子育て



第49回第49回 長田フェスティバル
ぶらっと こーへん？ぶらっと こーへん？

ぶらっと こーへん？ぶらっと こーへん？

区民の皆さんが主役のステージです。
鉄人前での迫力はもちろん、踊りや
演奏などの生き生きとしたステージは

どれも目が離せません！

鉄人ステージ　

木工教室やこども縁日など、誰でも
楽しめます。訪れる人みんなの遊び心を
くすぐること
間違いなし！

食の広場にはおいしいものがいっぱい。
長田のお店や地域団体が作る「長田の食」を食べ
尽くそう！東北の味が楽しめる物産コーナーもあり
ます。そして何といっても今年の目玉は「スイーツフェ
スティバル」！長田は粉もんやぼっかけ、焼き肉だけ
じゃない。スイーツもおいしいところがいっぱいとい
うことを知ってもらうため、長田の名店が並びます。

区民広報紙 
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ながた
16
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●長田区の姿（平成31年4月1日現在） 人口：95,433人  世帯数：49,322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 長田区神戸市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）579‐23015

　49回を迎える長田フェスティバルの歴史は、各区
で開催されるお祭りの中でも一番古く、神戸まつり
の誕生と同じ時期になります。〝おもろいこと好き“な
長田区民の気質が、「長田区でもお祭りをやろう！」と
地域の人々の力を結集させたのではないでしょう
か。かつては神戸まつりの際には花電車や花バスが
走り、会場も旧若松公園に始まり、長田神社や区役
所前広場、新長田駅前噴水広場などと変遷がありな
がら震災にも負けずに、区民に愛されるお祭りへと
成長してきました。
　鉄人ステージでは、第１回から継続して参加して
いるサンバチームをはじめ、1年間の取り組みの集
大成を発表する場として臨む出演者のパフォーマン
スが観客を魅了します。また、今年初開催のスイー
ツフェスティバルでは、長田の洋菓子・和菓子が大
集合。見て楽しい、食べて楽しい、遊んで楽しいと楽
しいこと尽くしの長田フェスティバル！「区民の区民
による区民のための」お祭りに、 

食の広場　春の定番まつり今年も開催します！

遊びの広場　

スイーツフェスティバル　

初開催決定！　

当日朝には長田神社において、開催の無事を祈る
祈願祭が行われ、神撫太鼓が演奏されます

問市イベント案内・申込センター 
　☎333-3372 Ⓕ333-3314
問市イベント案内・申込センター 
　☎333-3372 Ⓕ333-3314

会場で
、私たち

と

一緒に
踊りまし

ょう♪会場で
、私たち

と

一緒に
踊りまし

ょう♪

主役は参
加する

　区民の
皆さんです

！！主役は参
加する

　区民の
皆さんです

！！

※15面記載の地区行事も要チェック！！※15面記載の地区行事も要チェック！！

小雨決行

日時：５月18日（土）
          11：00 ～ 18：00　

場所：新長田 若松公園
（10：45～市立丸山中学校吹奏楽部による
　オープニング演奏あり）

日時：５月18日（土）
          11：00 ～ 18：00　

場所：新長田 若松公園
（10：45～市立丸山中学校吹奏楽部による
　オープニング演奏あり）

LINE STOREにて販売中！

収益は長田フェスティバルの開催費用に充てられます

LINEスタンプ

なぁタン会場以
外でも

こども
神輿が

まちを
練り歩

き、お
祭りを

盛り上
げます

熊本県営業部長

ⓒ2010熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所

「くまモン」も
やって来る♪
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