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　市民花壇コンクール結果発表
事業内容 地域課題の解決などを支援す
る人材を募集。
問区まちづくり課 
☎579-2311 Ⓕ579-2301
※詳細は区ホームページ参照
　長田区 まち育てサポーター　　検索

 　
　あじさい賞・地域活動賞
11月7日、THE SORAKUENにて表彰さ
れました。 
●あじさい賞
自治会活動などを通じて地域の発展と住
民の福祉の向上に貢献された方
・百合岡 靖幸さん
●地域活動賞
地域の生活環境の向上などに取り組んだ団体
・真陽婦人会

　第３９回やくも賞・婦人防災功労者賞
●やくも賞
地域防災に功績のあった団体と消防の任
務遂行に功績のあった消防団員
・番町地区防災福祉コミュニティ
・長田神社
・長田消防団第３分団 平島邦夫分団長
・長田消防署消防防災課 村松匠消防司令補
●婦人防災功労者賞
防火防災意識の啓発に貢献された長田区
婦人会会員
・大内純子さん　　・前羽照子さん
・村上洋子さん　　・赤松ちゑ子さん
・小山由紀子さん 　（順不同）
 

 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 2月19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 2月28日(金) 10:30～11:30
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 2月1日(土)、15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 2月8日(土)、22日(土)、29日(土)
14:00～14:30
定員 20人（先着）
●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時 2月22日(土) 11:00～12:00
定員 20人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 港都ＫＯＢＥで育まれた鬼才タカハシノ
　ブオと堀尾貞治の世界
タカハシノブオと堀尾貞治の絵画作品を
展示。
日時 1月23日（木）～2月7日（金）
9:00～17：00　※土曜・日曜を除く
場所 区役所1階、7階区民ギャラリー
料金 無料
主催 長田区役所
協力 神戸わたくし美術館
問区まちづくり課
☎579-2311（内線228） Ⓕ579-2301

 アスタスティールパンコンサート
日時 ３月１5日（日）
11:30開場、12:00開演
場所 ピフレホール
定員 300人
料金 500円（当日徴収）
出演 FANTASTICS、
アスタ新長田スティー
ルパンスクールほか
申し込み 3月6日（金）までに（必着）氏名・
住所・電話番号・Eメールアドレス・申し込
み枚数を記入し、Eメールで問へ
問アスタ新長田スティールパン振興会
☎Ⓕ631-5055
     fanta.asutaticket@gmail.com
   アスタ新長田 スティールパン  　検索　

　 アスタスティールパンコンサート
日時 ２月27日（木）、28日（金）、29日（土）
9:30～16:00（最終日は15:30まで）
場所 長田公民館（本館・別館）、長田児童
館、長田東地区地域福祉センター
料金 無料
申し込み 不要
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 第9回長田区ふれまちフェスタ
区内のふれあいのまちづくり協議会によ
る踊りやコーラスなどの舞台発表、手芸
や絵などの作品展示、軽食コーナーなど。
第4回ながた賞表彰式も同時開催。
日時 2月23日（日・祝）10:30～15:30
場所 ふたば学舎
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

 

 川西英と今井朝路と大正浪漫
日時 ２月29日（土）10:00～11:30
場所 新長田勤労市民センター３階 講習室
定員 35人（先着）　
料金 無料
申し込み ２月3日（月）～27日（木）に☎か
直接問へ
※詳細はホームページ参照
問新長田勤労市民センター本館　
☎634-2431 Ⓕ643-4350
https：//www.kobe-kinrou.jp/　

 第３回ながたのＭＩＸフォーラム
日時 3月8日（日）10:30～16：00
場所 区役所7階
定員 150人（先着）
料金 無料
●クワバタオハラ小原正子 子育て講演会
13:30～14:40
※託児あり（1歳以上、先着15人、要予約）
●子どもの居場所（子ども食堂・学習支
援・多文化共生）の活動発表会
14：50～15：50
●つながる・ひろがる「つどいの場」座談会
10：30～12：00
申し込み 2月28日（金）までにホームペー
ジの申込書をⒻかEメールで問へ
問長田区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427
　  n-syakyou2@neo.famille.ne.jp
http://www.nagatavc.org

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 2月14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

 

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 2月2１日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール
定員 400人（先着）
料金 2,000円
問ピフレホール　　
☎643-2431 Ⓕ643-4350

　　離乳食セミナ
対象 1歳以下の子どもと保護者または
プレママ・パパ（託児あり）
日時 2月27日（木）14:00～15:30
場所 生活創造センター（新長田合同庁舎１階）
定員 12組（申し込み多数の場合抽選）
料金 無料
申し込み 2月13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

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 
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しんながた図書館だより

ひと・まち出会いフェスティバル

第9回長田区ふれまちフェスタ

アスタスティールパンコンサート

港都ＫＯＢＥで育まれた鬼才
タカハシノブオと堀尾貞治の世界

善意銀行11月分（順不同・敬称略）
乳幼児保育守る会、あけぼの幼稚
園、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、でんきのマツナガ松永和
雄、日本ケミカルシューズ工業組
合青年部会、水笠
通西公園管理組
合、神戸少年団野
球リーグ長田地
区委員会、長田高
校PTA
　
ありがとうございました。

兵庫高校の学生が
セミファイナリストに
選ばれました！
株式会社日本政策金融公庫の「第7
回創造力、無限大∞高校生ビジネ
スプラン・グランプリ」において、地
場産業を生かした甲冑モチーフの
ケミカルシューズの販売のプラン
を提案し、セミファイナリストに選ば
れました。おめでとうございます！



15区民広報紙  ながた

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

2月14日（金）、3月13日（金）

2月27日（木）

2月4日（火）・25日（火）
3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

2月3日（月）、3月11日（水）

2月8日（土）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

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（30歳の受診は2月末まで） 
※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 （土日祝除く）

2月1日～3月15日

申　 
　市民花壇コンクール結果発表
事業内容 地域課題の解決などを支援す
る人材を募集。
問区まちづくり課 
☎579-2311 Ⓕ579-2301
※詳細は区ホームページ参照
　長田区 まち育てサポーター　　検索

 　
　あじさい賞・地域活動賞
11月7日、THE SORAKUENにて表彰さ
れました。 
●あじさい賞
自治会活動などを通じて地域の発展と住
民の福祉の向上に貢献された方
・百合岡 靖幸さん
●地域活動賞
地域の生活環境の向上などに取り組んだ団体
・真陽婦人会

　第３９回やくも賞・婦人防災功労者賞
●やくも賞
地域防災に功績のあった団体と消防の任
務遂行に功績のあった消防団員
・番町地区防災福祉コミュニティ
・長田神社
・長田消防団第３分団 平島邦夫分団長
・長田消防署消防防災課 村松匠消防司令補
●婦人防災功労者賞
防火防災意識の啓発に貢献された長田区
婦人会会員
・大内純子さん　　・前羽照子さん
・村上洋子さん　　・赤松ちゑ子さん
・小山由紀子さん 　（順不同）
 

 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 2月19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 2月28日(金) 10:30～11:30
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 2月1日(土)、15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 2月8日(土)、22日(土)、29日(土)
14:00～14:30
定員 20人（先着）
●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時 2月22日(土) 11:00～12:00
定員 20人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 港都ＫＯＢＥで育まれた鬼才タカハシノ
　ブオと堀尾貞治の世界
タカハシノブオと堀尾貞治の絵画作品を
展示。
日時 1月23日（木）～2月7日（金）
9:00～17：00　※土曜・日曜を除く
場所 区役所1階、7階区民ギャラリー
料金 無料
主催 長田区役所
協力 神戸わたくし美術館
問区まちづくり課
☎579-2311（内線228） Ⓕ579-2301

 アスタスティールパンコンサート
日時 ３月１5日（日）
11:30開場、12:00開演
場所 ピフレホール
定員 300人
料金 500円（当日徴収）
出演 FANTASTICS、
アスタ新長田スティー
ルパンスクールほか
申し込み 3月6日（金）までに（必着）氏名・
住所・電話番号・Eメールアドレス・申し込
み枚数を記入し、Eメールで問へ
問アスタ新長田スティールパン振興会
☎Ⓕ631-5055
     fanta.asutaticket@gmail.com
   アスタ新長田 スティールパン  　検索　

　 アスタスティールパンコンサート
日時 ２月27日（木）、28日（金）、29日（土）
9:30～16:00（最終日は15:30まで）
場所 長田公民館（本館・別館）、長田児童
館、長田東地区地域福祉センター
料金 無料
申し込み 不要
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 第9回長田区ふれまちフェスタ
区内のふれあいのまちづくり協議会によ
る踊りやコーラスなどの舞台発表、手芸
や絵などの作品展示、軽食コーナーなど。
第4回ながた賞表彰式も同時開催。
日時 2月23日（日・祝）10:30～15:30
場所 ふたば学舎
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

 

 川西英と今井朝路と大正浪漫
日時 ２月29日（土）10:00～11:30
場所 新長田勤労市民センター３階 講習室
定員 35人（先着）　
料金 無料
申し込み ２月3日（月）～27日（木）に☎か
直接問へ
※詳細はホームページ参照
問新長田勤労市民センター本館　
☎634-2431 Ⓕ643-4350
https：//www.kobe-kinrou.jp/　

 第３回ながたのＭＩＸフォーラム
日時 3月8日（日）10:30～16：00
場所 区役所7階
定員 150人（先着）
料金 無料
●クワバタオハラ小原正子 子育て講演会
13:30～14:40
※託児あり（1歳以上、先着15人、要予約）
●子どもの居場所（子ども食堂・学習支
援・多文化共生）の活動発表会
14：50～15：50
●つながる・ひろがる「つどいの場」座談会
10：30～12：00
申し込み 2月28日（金）までにホームペー
ジの申込書をⒻかEメールで問へ
問長田区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427
　  n-syakyou2@neo.famille.ne.jp
http://www.nagatavc.org

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 2月14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

 

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 2月2１日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール
定員 400人（先着）
料金 2,000円
問ピフレホール　　
☎643-2431 Ⓕ643-4350

　　離乳食セミナ
対象 1歳以下の子どもと保護者または
プレママ・パパ（託児あり）
日時 2月27日（木）14:00～15:30
場所 生活創造センター（新長田合同庁舎１階）
定員 12組（申し込み多数の場合抽選）
料金 無料
申し込み 2月13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

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

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／2月28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／2月6日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

第26回 長田文化ウィーク

長田税務署からのお知らせ
申告書作成会場が今年は「新長田合
同庁舎２階」に変わります
期間 2月12日(水)～14日(金)
　　 9:30～15:00
　　 2月17日(月)～3月16日(月)
　　 9:00～16:00
　　 2月24日(月・休)、3月１日(日)
 　　 9:00～16:00
※上記を除く土曜、日曜、祝日は開
設していません
※会場の混雑状況により、早めに相
談受付を終了する場合があります
※2月14日(金)までは譲渡所得、贈
与税の相談は行っていません
問長田税務署　☎691-5151

※上記期間、会場でマイナンバーカードの
申請ができます。顔写真の撮影は無料で
す。ぜひこの機会にお申し込みください。

子育て支援の地域活動を応援す
る募金にご協力をお願いします
子ども食堂の支援などに活用する赤い
羽根期間拡大募金をお寄せください。
募集期間 1月～３月
受付強化期間 2月３日（月）～3月8日（日）
場所 指定口座へ振込
もしくは区役所4階へ
※詳細はホームページ参照
問長田区共同募金委員会
☎511-4277 Ⓕ574-2427

ええやんながた
写真・動画コンテスト
昨年度まで開催していた「ええやんな
がた動画コンテスト」をマイナーチェ
ンジし、本年度はInstagramで写真と
動画のコンテストを行います。
「@kobe_nagatagram」をフォロー
し、「長田の下町余情」をテーマにした
写真または60秒までの動画を「#ええ
やんながた」とハッシュタグを付けて
投稿してください。審査の上、受賞者
には長田ゆかりの賞品をプレゼント！ 
※詳細は区ホームページ参照
　長田区　ええやんながた　   検索

問区まちづくり課  
☎579-2311 Ⓕ579-2301

2月12日(水)～21日(金)
無料
申し込み不要

今年も区役所７階区民ギャラリーで「長田文化ウィーク」と題し、
さまざまな催しを開催します。
●第346回サロンコンサート～もうすぐバレンタイン♡愛を奏でる～
日時 ２月12日（水）12:20～12:50
出演 古川知子（ピアノ）、庄司優歌（ソプラノ）
曲目 初恋（越谷達之助）ほか

●第347回サロンコンサート～琵琶で奏でる神戸の歴史～
日時 ２月17日（月）12:20～12:50
出演 加藤敬徳（薩摩琵琶）
曲目 琵琶塚（平経正物語）、敦盛

●第348回サロンコンサート～ショパンとドビュッシー「２人の音楽の関係性」～
日時 ２月19日（水）12:20～12:50
出演 辰野翼（ピアノ）
曲目 バラード第１番ト短調Op.23ほか

●第19回長田ちびっこ画家たち展
区内15カ所の保育所・保育園・幼稚園の子どもたちの作品を展示します。
ぜひお越しください♪
日時 ２月12日（水）～21日（金）
平日10:00～17:00、日曜10:00～16:00　※土曜休み
問市イベント案内・申込センター　☎333-3372

駒ヶ林フィッシャーマンズマーケット
古くから漁港があり漁師のいるまち
駒ヶ林で、日常の「魚食」を見直して
みませんか。魚の料理教室や体験・
販売などを行います。
日時 ２月22日（土）10：00～
場所 旧駒ヶ林保育所
問市イベント案内・申込センター　
※詳細は市ホームページ参照
  食都神戸　フィッシャーマンズマーケット　 検索




