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　長田区一斉クリーン作戦（12月1日）
　の軍手・ゴミ袋を配布
日時 11月18日（月）、19日（火）
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 Ⓕ579-2336

 
 神戸長田文化賞受賞式
芸術文化活動を通じて、長田から元気を
発信している人に、賞を贈呈します
日時 11月24日（日）14:30～15:00
場所 ふたば学舎３階 講堂　
料金 無料
受賞者 （敬称略）
神戸長田文化賞 澤田 知子（アーティスト）
神戸長田文化奨励賞 原 光希（吟剣詩舞道）
神戸長田文化特別賞 和田 幹司（郷土史家）
問区まちづくり課　
☎579-2311 Ⓕ579-2301

　親子で楽しめる！長田駒ヶ林漁業体験ツアー
乗船、底曳き網漁見学、競り体験 ほか
対象 小学1～6年生と保護者
日時 12月8日（日）9:00～12:30
（8：30受付開始）
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前　
定員 20組（抽選）
※子ども1人と保護者1人で1組
料金 1組1,000円（当日支払い）
申し込み 11月18日（月）までに下記
WEBサイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/765
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372
　長田区　漁業体験ツアー   　検索

 
 「土木の日」湊川隧道通り抜け
日時 11月10日（日）10:00～14:00
場所 湊川隧道入り口（夢野の丘小学校西側）
料金 無料　
申し込み 不要
※注意事項など、WEBサイトを要確認
問神戸土木事務所企画調整担当
☎737-2382 Ⓕ735-4059
　湊川隧道保存友の会  　検索

 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　
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 11月2日(土)、16日(土)
Ⓐ14:00～14:30、Ⓑ14:30～15:00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 11月9日(土)、23日(土・祝)、30日(土)
14:00～14:30
定員 20人（先着）
●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 11月20日(水)10:30～11:00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 11月22日(金)10:30～11:30
●アニマシオン～本であそぼう！～
対象 小学生
日時 11月16日(土)10:30～11:45
定員 15人（先着）
申し込み ☎か直接問へ
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 
　一七市拡大版2019
　次世代に震災体験を伝える
ステージや講座、雑貨・飲食ブースなど
日時 11月24日（日）10:00～15:00
場所 鉄人広場（若林公園）
出演 池田小学校合唱 ほか
問長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427

 人権啓発講演会「防災は自助・互助・協 
働のまちづくり（仮）」
※詳細はKOBE Today、手話通訳・要約筆記あり
講師 正木 明（気象予報士・防災士）
日時 12月４日（水）14:00～15:40
場所 ふたば学舎講堂
定員 200人（先着）
申し込み 12月1日（日）までに☎で問か下
記WEBサイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/719
※当日、会場でマイナンバーカードの
臨時申請受け付けを行います
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

 長田区認知症介護者のつどい
 ～家族の関わりについて～
対象 認知症介護者、内容に関心がある人
※認知症患者の待合スペースあり
日時 11月5日(火)14:00～16:00
場所 区役所6階 多目的室
定員 30人（先着）
料金 無料
申し込み11月1日(金)までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　西市民病院「糖尿病教室」
日時 11月8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 ※託児あり
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 12月10日（火）13:30～15:00
場所 房王寺保育所（房王寺町5-1-5-100）
定員 10組（抽選）
料金 無料
申し込み 11月26日（火）までに☎かⒻ
かEメールで問へ
○給食体験
対象 １～3歳の子どもと保護者
日時 12月13日（金）10:00～12:00
場所 みすまる保育園（池田広町３）
定員 10組（抽選）
料金 子ども1人につき250円
申し込み 11月21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

　ながたカンガルーフェスタ
対象 区内在住の乳幼児と保護者
日時 12月６日（金）9:30～11:00
場所 区役所７階（受け付けは６階）
※ベビーカー預かり可能
定員 子ども200人（先着）
料金 無料
申し込み 11月29日（金）までに☎かⒻ
で問へ
問区こども家庭支援課こども保健係
☎579-2311 Ⓕ579-2344

　すくすく赤ちゃんセミナー
対象 ５～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 11月14日（木）13:30～15:40
（受け付け13：15～）
場所 区役所6階
料金 無料
申し込み ☎か直接問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372

　親子の学び教室
日時 11月8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 不要
問長田区あじさい講座事務室
☎643‐2436 Ⓕ643-0417

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 

長田区一斉クリーン作戦（12月1日）の
軍手・ゴミ袋を配布

神戸長田文化賞受賞式
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11月の情報BOX

人権啓発講演会
「気象予報士が観た、お互いの助け合いのパワーとは？」

 講演・講習

 催し
親子で楽しめる！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー

一七市拡大版2019
次世代に震災体験を伝える

「土木の日」湊川隧道通り抜け

しんながた図書館だより

まちの文化祭 2019
ふたば学舎の秋の恒例イベント「まちの文化
祭」は、今年で10回目を迎えます。屋台販売や
舞台公演、グループ展示やワークショップなど、多彩なイベントが盛りだくさん！
また、今回は開催10回目を記念して、豪華景品が当たるクイズラリー＆ビンゴ大
会も予定していますので、ご家族そろってお越しください！

日時 11月24日（日）10：00～16：00
場所 ふたば学舎
料金 無料（屋台など一部有料）
申し込み 不要
問ふたば学舎 ☎646-8128 Ⓕ646-8138

ランチマップ「新長田さがしてランチ」
が完成しました
新長田合同庁舎の完成に伴い、グルメな
まち新長田周辺のランチを紹介するマッ
プ「新長田さがしてランチ」が完成しまし
た。マップを片手に新長田のランチを楽し
んでください！

すまいるネットが新長田に
リニューアルオープン！
神戸市が設置する、すまいの総合窓口「すまい
るネット」が、新長田合同庁舎の隣にオープン
しました。すまいのことを建築士など専門家に
無料で相談できます。ぜひご利用ください。

インスタグラムでも新長田のランチ情報を
紹介しています。
皆さんも新長田の隠れた名店を探してみて
ください！

第8回 新長田くにづか
ローカル＆ワールドフェスティバル
世界各国の料理が味わ
え、各国のステージや多
彩な文化を楽しみなが
ら学ぶことができる子

どものエリアなど、家族で楽しめるイベントです。

日時 11月24日（日）11：00～17：00（雨天決行）
場所 アスタくにづか、大正筋商店街
問くにづかリボーンプロジェクト コミュニティハウス　☎786-3275

新長田さがしてランチ  　検索

すまいるネット 神戸    　検索

＠shinnagatalunch（新長田さがしてランチ｜公式）

ランチマップ

◀

インスタグラム ◀

二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階
（新長田合同庁舎2階と連絡通路あり）
問すまいるネット 相談専用☎647-9900
   （水曜を除く10:00～17:00）
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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

11月8日（金）、12月13日（金）

11月28日（木）

11月12日（火）、12月10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

11月8日（金）・２６日（火）、12月18日（水）

11月29日（金）

12月2日（月）

　

9：15～11：00

9：15～11：00

9：15～11：00

　

  

 

区役所６階

丸山コミュニティセンター

新長田勤労市民センター

　

※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歳および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）  
　等健康に不安のある人
•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
・風しん抗体検査　風しんクーポン券をお持ちの人対象、クーポン券・本人確認書類必要
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）

11月1日～12月15日

申

　長田区一斉クリーン作戦（12月1日）
　の軍手・ゴミ袋を配布
日時 11月18日（月）、19日（火）
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 Ⓕ579-2336

 
 神戸長田文化賞受賞式
芸術文化活動を通じて、長田から元気を
発信している人に、賞を贈呈します
日時 11月24日（日）14:30～15:00
場所 ふたば学舎３階 講堂　
料金 無料
受賞者 （敬称略）
神戸長田文化賞 澤田 知子（アーティスト）
神戸長田文化奨励賞 原 光希（吟剣詩舞道）
神戸長田文化特別賞 和田 幹司（郷土史家）
問区まちづくり課　
☎579-2311 Ⓕ579-2301

　親子で楽しめる！長田駒ヶ林漁業体験ツアー
乗船、底曳き網漁見学、競り体験 ほか
対象 小学1～6年生と保護者
日時 12月8日（日）9:00～12:30
（8：30受付開始）
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前　
定員 20組（抽選）
※子ども1人と保護者1人で1組
料金 1組1,000円（当日支払い）
申し込み 11月18日（月）までに下記
WEBサイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/765
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372
　長田区　漁業体験ツアー   　検索

 
 「土木の日」湊川隧道通り抜け
日時 11月10日（日）10:00～14:00
場所 湊川隧道入り口（夢野の丘小学校西側）
料金 無料　
申し込み 不要
※注意事項など、WEBサイトを要確認
問神戸土木事務所企画調整担当
☎737-2382 Ⓕ735-4059
　湊川隧道保存友の会  　検索

 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　
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 11月2日(土)、16日(土)
Ⓐ14:00～14:30、Ⓑ14:30～15:00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 11月9日(土)、23日(土・祝)、30日(土)
14:00～14:30
定員 20人（先着）
●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 11月20日(水)10:30～11:00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 11月22日(金)10:30～11:30
●アニマシオン～本であそぼう！～
対象 小学生
日時 11月16日(土)10:30～11:45
定員 15人（先着）
申し込み ☎か直接問へ
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 
　一七市拡大版2019
　次世代に震災体験を伝える
ステージや講座、雑貨・飲食ブースなど
日時 11月24日（日）10:00～15:00
場所 鉄人広場（若林公園）
出演 池田小学校合唱 ほか
問長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427

 人権啓発講演会「防災は自助・互助・協 
働のまちづくり（仮）」
※詳細はKOBE Today、手話通訳・要約筆記あり
講師 正木 明（気象予報士・防災士）
日時 12月４日（水）14:00～15:40
場所 ふたば学舎講堂
定員 200人（先着）
申し込み 12月1日（日）までに☎で問か下
記WEBサイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/719
※当日、会場でマイナンバーカードの
臨時申請受け付けを行います
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

 長田区認知症介護者のつどい
 ～家族の関わりについて～
対象 認知症介護者、内容に関心がある人
※認知症患者の待合スペースあり
日時 11月5日(火)14:00～16:00
場所 区役所6階 多目的室
定員 30人（先着）
料金 無料
申し込み11月1日(金)までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　西市民病院「糖尿病教室」
日時 11月8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 ※託児あり
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 12月10日（火）13:30～15:00
場所 房王寺保育所（房王寺町5-1-5-100）
定員 10組（抽選）
料金 無料
申し込み 11月26日（火）までに☎かⒻ
かEメールで問へ
○給食体験
対象 １～3歳の子どもと保護者
日時 12月13日（金）10:00～12:00
場所 みすまる保育園（池田広町３）
定員 10組（抽選）
料金 子ども1人につき250円
申し込み 11月21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

　ながたカンガルーフェスタ
対象 区内在住の乳幼児と保護者
日時 12月６日（金）9:30～11:00
場所 区役所７階（受け付けは６階）
※ベビーカー預かり可能
定員 子ども200人（先着）
料金 無料
申し込み 11月29日（金）までに☎かⒻ
で問へ
問区こども家庭支援課こども保健係
☎579-2311 Ⓕ579-2344

　すくすく赤ちゃんセミナー
対象 ５～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 11月14日（木）13:30～15:40
（受け付け13：15～）
場所 区役所6階
料金 無料
申し込み ☎か直接問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372

　親子の学び教室
日時 11月8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 不要
問長田区あじさい講座事務室
☎643‐2436 Ⓕ643-0417

  第343回 サロンコンサート  第343回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／11月27日（水）12：20～12：50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／中村 よし子（ソプラノ）
　　　竹田 景子（ピアノ）
曲目／月の光(ドビュッシー)、
　　　宵待草（多 忠亮）ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 

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　☎331-9096　※申し込み不要、先着順
　日時／11月12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／11月22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／11月7日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

長田区認知症介護者のつどい
～家族の関わりについて～

西市民病院「糖尿病教室」

 子育て
地域子育て応援プラザの催し

ながたカンガルーフェスタ

すくすく赤ちゃんセミナー

親子の学び教室
落ち葉でアート なにができるかな

税に関する作品展・防災啓発
作品展
区内の小・中学生、高校生の優秀作
品を展示します。
日程 11月12日（火）～18日（月）
場所 神戸常盤アリーナ本館 アート
ギャラリー
主催 長田消防署、長田税務署など

善意銀行 ７・８月分（順不同・敬称略）
みらいおもいけ園、神楽こども園、
長田高校PTA、神戸市少年団野球
リーグ長田地区、アスタピア新長田
ウィズコート管理組合地蔵尊、株式
会社マルハン、乳幼児保育守る会、
神戸育成会、㈱mi-kittyミキティ介
護事業所、三ツ星ベルトふれあい
協議会、青少年育成協議会室内支
部、青少年育成協議会長田南支部
ありがとうございました。
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●長田区の姿（令和元年10月1日現在） 人口：95,155人  世帯数：49,378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）　　

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐230111 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB

第15回

会場／本町筋商店街
丸五市場 ほか

コテのまち新長田が熱く盛上がるB級グルメの祭典

2019.11.10　
11:00~15:00

「長田の名物は？」と聞かれて思い浮かべるのは、やっぱり「粉もん」。その名が付いたこの祭りは、食の

力でまちを元気にしたい！と地域の人々が開催、試行錯誤を繰り返して年々パワーアップしています。今年

は従来のチケット制に加え、現金も利用できるようになりました。注目すべきは「お好み焼きスタジア

ム」。お好み焼きを食べ比べ、自分好みの味を探すことができます。また、お肉や神戸ワインなどの飲食は

もちろん、子ども向けのイベントも盛りだくさん！さらに、今年は新長田のお好み焼きマップ「鉄板こなもん

マップ」もリニューアルされます。マップを片手にお気に入りの店を探すのもいいかもしれません。おなか

を空かせて、ぶらっとこーへん？
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