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　市民花壇コンクール結果発表
10月5日（土）「緑と公園のつどい」で表
彰式がありました。皆さん、おめでとうご
ざいます。

問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2336

 
　 「1･17希望の灯り」関連の
　イベント情報募集
1月17日（金）に「希望の灯り」を灯す地
域の情報を教えてください。
問区まちづくり課　
☎579-2311 Ⓕ579-2301
　 nagata@office.city.kobe.lg.jp

　長田区民冬季毎日登山
期間 1月6日（月）～2月4日（火）の30日間
署名場所 高取山（清水・中の・安井・月見
茶屋）
※同一茶屋の署名簿に21日以上自筆署
名した人には、署名した茶屋で2月21日
（金）以降に粗品を贈呈
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

 
 NAGATAゴスペルコンサート
出演 てだのふぁ、Voice Of NAGATA 21、
Bobby’s Heavenly Choir
日時 1月12日（日）14:00～（開場13:30）
場所 ピフレホール
定員 300人（抽選）
料金 無料
申し込み 12月25日（水）までに、往復は
がきに、住所・氏名・電話番号・人数を記
入し、下記送付先へ
※1枚のはがきに2人まで可
送付先 〒650‐8799 
2020長田ゴスペルコンサート係　
問うたのかけはしゴスペルコンサート実
行委員会　　
☎080-9168-2344
 　 nagata_bhc@yahoo.co.jp

 
 わがまちコンサート　ピフレ
日時 1月5日（日）14:00～16:00
場所 ピフレホール　定員 400人（先着）
料金 2,500円　申し込み 不要　
問ピフレホール ☎621-1120

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 12月13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

 
　

　
　神社前・de・クリスマス
「いちば・de・プラザ」の時間と場所を変
更したクリスマスイベント
対象 就学前の子どもと保護者
日時 12月19日（木）13:00～14:30
（受け付け12:45～）
場所 プレノ長田
定員 30組（先着）
料金 無料
申し込み 12月10日（火）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

　親子の学び教室
日時 12月13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　 

市民花壇コンクール結果発表

「1･17希望の灯り」
関連のイベント情報募集

  第344回 サロンコンサート  第344回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／12月18日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／アンサンブルアリオス
　　　(フルートデュオ&ピアノ)
曲目／踊り明かそう
　　　(F・ロウ)、
　　　ホワイトクリスマス
　　　(I・バーリン)ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 

 お知らせ

ながた
12月の情報BOX 西市民病院「糖尿病教室」

 講演・講習

 子育て

 催し

神社前・de・クリスマス

親子の学び教室
おやこで楽しむクリスマス ツリー、リース作り

長田区民冬季毎日登山

NAGATAゴスペルコンサート

わがまちコンサート　ピフレ

善意銀行9月分（順不同・敬称略）
岡本冨美子、株式会社マルハン、神
戸常盤大学新長田学生サポーター
クラブ、長田消防署、青少年育成協
議会蓮池支部
ありがとうございました。

「ながたのキレイなところ」カレンダー配布

賞

名誉花壇

優秀賞

特別賞

努力賞

最優秀賞

花壇名 管理団体名

戸崎通公園 戸崎通公園管理会

旧二葉小活用
委員会公園管理会

若松町11丁目
自治会

五位の池小学校
正門外側

神戸市立五位の池
小学校市民花壇

若松町10丁目
市民花壇

若松鷹取公園

若松町11丁目

さんさん

ふたば

一番さんさん
花の会

野田4
ポケットパーク

野田町4丁目
自治会

日吉町
ひだまり公園

日吉町ひだまり
公園管理会

菅原通1丁目 菅原通1丁目
いこい花壇

長田駅南 四季の園芸の会

昨今、警察官や金融機関等を装って
自宅に訪問した者が、封筒にキャッ
シュカードと暗証番号を書いたメモ
を入れるよう指示し、隙をみて封筒ご
とすり替える手口が増えています。
以下の点を特に気を付けて、詐欺被
害から身を守るようにしましょう！
①公的機関等を名乗ってもすぐに
　信用しない
②キャッシュカードを絶対に他人へ
　渡さない
③怪しいと思ったらすぐに家族や
　友人、警察に相談する

特殊詐欺に気を付けて！

若松鷹取公園

五位の池小学校正門外側

長田区では、区内の皆さまと共に花と緑を楽しむまちを目指すため、
「ながたのキレイなところ」の写真を募集し、10月7日に審査会を行い
ました。
入賞した写真６点を掲載した「ながたのキレイなところカレンダー
2020」を制作し、長田区役所にご来庁された方にお配りします。
ぜひ、花や緑あふれる「ながたのキレイなところ」と共に新しい年をお
迎えください。

[配布期間] 12月11日(水)から（予定） 
                 ※なくなり次第終了
[配布場所] 長田区役所１階総合受付、
               3階まちづくり課窓口
[カレンダーサイズ]
　(1) B２縦型(515㎜×728㎜)
　(2) A５卓上横型(210㎜×148㎜) ※本年度はA５卓上版も制作！
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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

12月13日（金）、1月10日（金）

12月26日（木）

12月10日（火）・24日（火）
1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

12月2日（月）

12月18日（水）

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　

■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、12月30日（月）～1月3日（金）除く）

12月1日～1月15日

申

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
問兵庫県行政評価事務所　☎331-9096　※申し込み不要、先着
　日時／12月10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／12月27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／12月5日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

長田神社初詣に伴う車両通行止め規制
＜規制日時＞

長田警察署からのお知らせ

（赤線）
12月31日（火）午後11時から
令和2年1月3日（金）午後5時まで

(緑線)
12月31日（火）午後11時から
令和2年1月1日（水・祝）午後5時まで

問長田警察署　☎578-0110

周辺道路は全て駐車禁止です。公共
の交通機関をご利用ください。

(青線)
令和2年1月2日（木）午前9時から
午後5時まで ※状況に応じて変更あり

神戸村野
工業高校
神戸村野
工業高校

（長田神社前）（長田神社前）

（長田神社前）（長田神社前）

●
長田交番
●
長田交番

新湊
川

新湊
川

長田神社長田神社

宮川小学校宮川小学校苅
藻
川

苅
藻
川

地下鉄長田駅

神戸高速鉄道
高速長田駅

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

NHK土曜ドラマ「心の傷を癒すということ」の
撮影が長田区で行われました

火災に注意！
冬は空気が乾燥し、火災の多い季節です。
火災予防のために、下記の点に注意しましょう。

歳末たすけあい募金は、多世代が参画する地域行事※

をはじめとした高齢者や子ども、障がい者支援に役立
てさせていただきます。どうぞ、区民の皆さまの真心
のこもった募金をお寄せください。
募集期間 12月27日（金）まで
問長田区共同募金委員会（区役所４階）
☎511-4277 Ⓕ574-2427
※本年度から、12月と1月に行う歳末警戒運動やもちつき等の行事（小学生15人、
　保護者10人以上が参画）に助成を行います。詳細は☎で問へ。

このドラマは、阪神・淡路大震災被災者の「心のケア」
のパイオニアとして奮闘し続けた、西市民病院精神
神経科元医長の安克昌（あん・かつまさ）さんを描く
オリジナルドラマです。
撮影地には、旧雲雀丘小学校が選ばれ、地域の方々
のご協力も得て、撮影が行われました。
人の心に寄り添い、心の絆を繊細に描くヒューマンド
ラマをぜひ、ご覧ください。
【出演】柄本佑、尾野真千子、濱田岳、森山直太朗 ほか
【放送】1月18日（土）～2月8日（土）
　　　（毎週土曜日、全4回）21：00～21：49

主演の柄本佑さん

舞台の一つとなる西市民病院

■長田消防署出動件数（平成30年）
・火災 41件　・救急 8,895件　・救助 565件

・暖房器具の近くに燃えやすい物を置かない
・キッチンから離れるときは火を消す
・自宅に消火器と住宅用火災警報器を設置しておく
 （10年を目安に交換する）



対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 12月27日(金)10:30～11:30
定員 20組（先着）

ほのぼのひろば
地域子育て応援プラザ長田の職員
も一緒になって絵本遊び。子育て
の悩みも相談してみては。

対象 成人
日時 12月28日(土)

11:00～12:00

定員 20組（先着）

大人の楽しい朗読

いつも大盛況の朗読会。読み手の

抑揚ある朗読に、思わず聞きほれ、

本の世界に誘われます。

対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 12月18日(水)10:30～11:00
定員 20組（先着）

おひざのうえの
おはなし会
読み聞かせの後は、おすすめの絵
本をご紹介。気に入った絵本は借り
て帰ってくださいね。

対象 4歳～小学生
日時 12月14日(土)、28日(土)        14:00～14:30定員 20組（先着）

えほんの会
ワイワイ楽しく絵本の読み聞き。児童館の子どもたちも来ているので、友達がたくさんできるかも!?

対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学
生～

日時 12月7日(土)、2
1日(土)

　　 Ⓐ14:00～14:3
0、

         Ⓑ14:30～15:0
0

定員 20組（先着）

おはなし会
物語を“語り”で伝えます。本を読

み聞きするより、内容が印象付くこ

ともありますよ。
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●長田区の姿（令和元年11月1日現在） 人口：95,220人  世帯数：49,453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）579‐230112 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB

場所 新長田図書館多目的ルーム

子どもも大人も わくわくがいっぱい！

図書館ですが、ストレッチと音楽のイベントも開催！いずれも無料ですので、ぜひお申し込みを。

新長田図書館
のイベント
本を読む場所、借りる場所。皆さんが図書館に抱くイメージはそれだけでは
ないでしょうか。そんな図書館で、毎月さまざまなイベントが開かれているこ
とを知っていますか？今回は、新長田図書館が開催する楽しいイベントをご
紹介します。申し込み不要・無料で参加できますよ！

地元整骨院の柔道整復
師の先生を招いてのスト
レッチ講座です。図書館
ならではの健康関連本
の紹介や健康トークなど
も。普段運動していなく
て健康に不安のある人
は、この機会に一緒に体
を動かしましょう！

だれでもできる！ストレッチ講座

講師 清水 翔斗さん（Shimizu整骨院）
日時 12月11日(水)13：00～14：00
定員 8人（先着）
申し込み 12月1日（日）から☎か直接問へ

本と音楽のコラボレーショ
ン！ハンドベル演奏の練習・発
表とクリスマスの絵本やソン
グに関するミニブックトーク
など、内容盛りだくさんのイ
ベントです。プレゼント（手作
りのハンドベル型メッセージ
カード）もありますので、参
加をお待ちしています！

クリスマスハンドベル発表会

対象 ４歳以上の子ども
日時 12月21日(土)13：15～14：00　
定員 5人（先着）
申し込み 12月1日（日）から☎か直接問へ

問 新長田図書館  ☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

神戸市立新長田図書館
館長補佐  村上 智子さん

               昨今、長田区で増えている
      アジア圏からの定住者にも新長田図書館を
　ご利用いただけるように「アジアコーナー」を
設け、韓国語、中国語、タガログ語、ベトナム語の
書籍を扱っています。
貸し出しも可能ですので、
　ぜひご利用ください。   

12   月    特   別   イ   ベ    ン    ト
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