
催し

講演・講習

クリーン作戦およびその資材配布の実
施を保留とし、詳細が決定次第、関係団
体に通知します。
場所 区役所7階702会議室
問 区まちづくり課 
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

5月22日（金）までに開催日時、場所、
まつり概要、雨天開催の有無、主催者
名、連絡先を☎かⒻで問へ
問 区まちづくり課 
☎579-2311（内線228） Ⓕ579-2301

長田に文化の種をまき、花を咲かせて
区内外に発信している個人や団体につ
いて、ジャンルを問わず募集します。
申し込み  6月1日（月）までに区ホーム
ページの応募フォームから問へ
主催 神戸長田文化賞実行委員会
問 〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301
前回の受賞者（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）

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  5月31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12日（火）までにWebで問へ
定員  20組（抽選）
問 市事業・イベント案内センター
☎333-3372
https://kobecity-official-event.jp/form/1092

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7日（日）10:00集合
場所  フェニックスボウル長田店
料金  1,250円（高校生以下1,050円）
※シューズ代別途
申し込み  6月5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

対象  神戸市に在住・在勤・在学の人
日時  5月25日（月）13:30～15:30
場所  区役所７階 大会議室
料金  無料
申し込み  5月18日（月）までに☎かⒻ
かEメールで問へ
定員  30人（先着）
問 長田ボランティアセンター
☎574-2408　Ⓕ574-2427
　nagatavc@aqua.famille.ne.jp

対象  神戸市に在住・在勤・在学の人
日時  6月3日（水）～8月26日（水）の毎
週水・金曜10:00～11:45
（10月2日～引き続き基礎課程あり）
場所  長田区文化センター
料金  【入門】8,000円
※別途テキスト代 3,300円
申し込み  5月26日（火）までに☎かⒻ
かEメールで問へ
定員  20人（長田区民優先で抽選）
問 長田ボランティアセンター
☎574-2408　Ⓕ574-2427
　nagatavc@aqua.famille.ne.jp

講師 医学博士　山中 裕
日時  5月22日（金）14:00～15:30
場所  長田公民館本館体育室
　　  ※同時手話通訳あり
料金  無料　申し込み  不要
問 長田公民館
☎575-1374　Ⓕ575-1785

講師  神戸常盤大学教育学部
こども教育学科　教授 多田琴子
対象  満1～満3歳までの親子
日時  6月6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  住所、氏名、子どもの年齢、
性別、電話番号を記入し、はがきかⒻか
メールで問へ
定員  15組（抽選）
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
　community@kobe-tokiwa.ac.jp

指導者・リーダーのための「ダンスレクチャー＆相談会」
学校・地域の行事、盆踊りに！長田オリジナルダンス①踊るまちNAGATA
②地獄妖怪音頭をレクチャー、その他楽しい身体のワークも紹介します。
日時  5月16日(土)、6月13日(土)①13:00～14:30、②15:00～16:30
場所  ArtTheater dB神戸（久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階）
料金  無料　申し込み  当日までに☎かEメールで問へ　定員  30人（先着）
問 NPO法人DANCE BOX　☎646-7044　　info@db-dancebox.org

記号の見方／☎…電話　 Ⓕ…FAX 　　  …Eメール

お知らせ
長田区一斉クリーン作戦（6月7日）
について

第8回親子で楽しめる！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー

日時  5月31日(日)14:00～(13:30開場)
場所  ピフレホール　
出演  妹尾寛子（ソプラノ）、永田亜由美
（アルト）、津村美妃（テナー）、小川幸子
（バリトン） ※（ ）内全てサックス
曲目  木星（組曲「惑星」より）、ダッタン
人の踊り、Smile、IGot Rhythm他
料金  前売1,000円／当日1,500円
（中学生以下無料）
申し込み  5月21日（木）までに住所・
氏名・電話番号・参加人数・年齢を往復
はがきで問へ
定員  300人（先着）
問 〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課おもしろ音楽博物館係
☎090-5903-2408
（ほたる火コンサート協会）

場所  新長田図書館　多目的ルーム
料金  無料　申し込み  不要
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  5月9日(土)、23日（土）、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  5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  5月22日(金)10:30～11:30
問 新長田図書館
☎691-1600　Ⓕ691-2181

日時  5月15日（金）14:00～16:00
料金  2,000円
定員  400人（先着）
問 長田区文化センター別館ピフレホール
☎621-1120　Ⓕ621-0914

ボランティアのイロハの「イ」
ボランティア楽しみ方入門

手話講習会（入門課程）

第2回リフレッシュセミナー
「健康は歩くことから！（仮）」

サルビア講座「乳幼児の感覚あそび」
五感を刺激し、発達を促そう

長田の夏まつり情報 大募集

第15回神戸長田文化賞 候補者募集

神戸長田文化賞 検 索

しんながた図書館だより

長田フェスティバルの延期について

長田区  漁業体験ツアー 検 索

検 索

わがまちコンサートピフレ

掲載イベントなどの開催について

第48回おもしろ音楽博物館
Saxophone Quartet Copain ｢Smile」

長田区民ボウリング大会

池田ふれあいのまちづくり協議会、長田区新春のつどい実行委員会、真野
ふれあいのまちづくり協議会、池田新町自治会、神戸ツキワ登山会、神戸市
立五位の池小学校、株式会社マルハン、長田ふれあいのまちづくり協議会
ありがとうございました。

善意銀行２月分（順不同・敬称略）
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点で延期が決定した、第50回神戸
まつりに併せて、区のまつりである「長田フェスティバル」についても、
令和3年5月に延期することとなりました。
開催を楽しみにされていた区民の皆さまには大変申し訳ございませんが、
どうかご理解いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響による
イベントなどの延期・中止は、市ホー
ムページまたはそれぞれの問い合
わせ先に確認してください。

神戸市 新型コロナウイルス 検 索

区役所への来庁はお控えください
区役所での転出届や住民票の請求
など一部手続きは、郵送等でも申請
いただけます。詳細は、市ホーム
ページを確認してください。

神戸市 急な来庁
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子育て

対象 ①8カ月～1歳半の子どもと保護者
②1～3歳の子どもと保護者
日時 ①5月28日（木）10:00～12:00
②６月17日（水）10:00～12:00
場所 ①新生こども園（平和台町2-1-23）
②認定こども園ほそだ（細田町5-2-4）
料金  250円
申し込み ①5月13日（水） ②６月2日（火）
までに☎かⒻかEメールで問へ
定員  ①5組　②10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

対象  3カ月～3歳の子どもと保護者
（兄弟での参加可）
日時  ①5月15日（金）10:30～12:15
②6月4日（木）9:30～11:30
③6月16日（火）、19日（金）10:00～
11:30
場所  ①室内小学校多目的室 ②御蔵小
学校体育館 ③丸山ひばり小学校体育館
申し込み 3日前までに☎で問へ
定員  各15組（抽選）
問 区こども家庭支援課
☎579-2311（内線458･459）

育児、お友だち作りのお手伝い
対象  5～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時  ５月14日（木）13:30～15:40
（受付13:15～）
場所 区役所6階
料金  無料
申し込み 申込書か☎で問へ（予約制）
問 市事業・イベント案内センター
☎333-3372

対象  初回に生後4～6カ月の赤ちゃん
と保護者　※同室で保育あり
日時  5月27日、6月3日、10日、17日
（いずれも水曜）10:00～12:00
場所 細田児童館
申し込み 5月13日(水)までに☎かⒻか
直接問へ
定員  10組（抽選）
問 細田児童館（区拠点児童館）
☎Ⓕ612-3797

赤ちゃんと小学生の
ふれあい交流会

すくすく赤ちゃんセミナー

給食体験

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

●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（当面中止）
問 兵庫行政評価事務所　　☎331-9096

●成年後見制度事前相談室
新型コロナウィルスの影響により、電話相談のみでの対応に変更しています。
問 成年後見支援センター　☎271-5321

●税務相談
問 近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時  5月7日（木）13:00～16:00（要予約）　場所（公社）長田納税協会

※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 ①区こども家庭支援課　　☎579-2311 Ⓕ579-2344
　　  ②区あんしんすこやか係　☎579-2311 Ⓕ579-2343

●区役所での乳幼児健診
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。転入された人やご
案内が届いていない人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。

■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
※神戸市国保特定健診受診券は4～5月に発送します　
※神戸市国民健康保険加入者以外の人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歳以下の人については、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・・・・・・・・無料、満15歳以上で受診機会のない人、
　（結核健診）　　　　　  石綿（アスベスト）など健康不安のある人
●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）

長田区保健だより
5月1日～ 6月15日

各種相談（無料）

5月14日（木）、6月14日（日）
※5月実施分は中止、6月以降についても変更の可能性があります

9:15～11:00 長田区文化センター

■区役所での健診など

事業名 実施日 受付時間 会場
①健康相談・栄養相談（予約制）5月12日（火）、6月9日（火） 9:20～10:40 6階

精神保健
福祉相談

相談員（予約制）

医  師  （予約制）

随時 2階

5階
5月8日（金）、6月12日（金）

5月28日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

実施日 受付時間 会場

第351回
サロンコンサート

無 料
申込不要

②

【日時】5月20日（水）12:20～12:50
【場所】区役所７階区民ギャラリー
【出演】村尾 梓（ファゴット）、
水谷 佳奈子（ピアノ伴奏）
【曲目】カルテット ハ長調（F.ドゥビ
エンヌ）、ふるさと（岡野貞一）ほか
問 市事業・イベント案内センター
☎333-3372

子育て中の親子がふらっと気軽に訪れ遊んでくつろげる「おやこふらっとひ
ろば ながた」。新型コロナウイルスの影響により、オープンを延期していま
すが、魅力的な施設が完成しました！そこで今回は、空間設計を担当された
“r3（アールサン）”の合田さんにお話を聞きました。

「おやこふらっとひろば ながた」が完成しました！

テーブルや什器、塀などには、六甲山の間伐材などの
自然木を使用し、建物内でも自然を意識できるデザ
インにしました。一方、多文化共生のまち長田という
ことで、所々に多文化を意識させる装飾を施してい
ます。これから親子の皆さんが「木のある楽しい広
場で遊ぼう」と言ってくれれば嬉しいですね。今後も
この広場に留まらず、空家や空地を有効活用して、人
が行き交い遊びのある場所を創造したいです。

対象  主に0～2歳の子どもと保護者
日時  平日 9:00～17:00
　　  ※オープン日時は決定次第、
　　   区ホームページでお知らせします
場所 区役所４階
料金  無料
問 区こども家庭支援課
☎579-2311（内線455）
Ⓕ579-2344

▲ r3（アールサン） 合田さん
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授与所は16:30ごろまで
（行事による）
☎078-642-4084（9:00～16:00）

不思議階段
何が「不思議」なのかはぜひ
現地で確かめてください。

神戸水天宮

事物開闢・安産・こどもの守護
の神様。

中華義荘
華僑・華人のお墓。清明
節（4月5日 ご ろ）に は
ちょうちんをつるして
紙銭などを供える人で
にぎわいます。駐車場は
17:00閉門なので注意。

丸山衝上断層
市内唯一の国の天然記念物！！

神鉄丸山駅歩道橋
ここからの見晴らしは絶景！！

河田 恭江 さん
かわ た　 やす え

宮司

営業時間14:00～23:30
（最終受付23:00）。木曜定休。
☎078-691-8543

各浴槽オゾン（O3）殺菌により
高度に浄化された湯水が自慢
です！

民輪 祐一 さん
たみ わ　 まさかず

店主

神戸わたくし美術館

元旅館の自宅を私設美術館として
開放。ご主人の三浦徹さんが長年
にわたり収集した「世に埋もれた
質の高い作品」を展示しています。

三浦さんご夫妻館長

☎078-691-4359
または☎078-392-2711

無料、完全予約制
（見学希望日の前日までに連絡を）
☎078-621-0366

ゆぇ　ぶなぐら

spot

　長田を歩いていると「ワダカンさん」と声をかけてもらえます。長田に生まれて76年、ニューヨーク、
ハンブルク、パリ、東京、堺駐在の19年を除いて、ずっと「長田」に住んでいます。知らんトコも多い
けど、まち歩きが好きなんです。

　5月は「丸山」方面をご紹介します。苅藻川の自然が
残り、涼しげな滝見橋や長田の神さま「コトシロヌシ」
が降り立った天神山（水天宮あたり）も、ふところが
深く趣きがあります。区役所や図書館においてある
「長田の歴史」を読んでおくのもいいでしょう。今回の
町歩き「中華義荘」でも多文化の長田らしい発見もあり
ます。道に迷うことも含め、楽しんで歩いてください。

『グレーター真野の空から
ー神戸・長田の歩き方ー』の著者。
内閣府エイジレス章受章。
「1.17KOBEに灯りをinながた実
行委員会」委員長、神戸地域ビジョ
ン委員会専門委員など、神戸と
長田の活性化に取り組んでいる。

● 和田 幹司さん

～ まち歩きのプロ。　　　　　ワダカンさん！！～教えて！

今月号より全12回（予定）でウオーキングコースを紹介します。コースは編集者が実際にまちを
歩き、決めているのでわかりにくいところや、気になる部分があればお問い合わせください。
初回となる今回は苅藻川沿いを歩くコース。水の流れる音を楽しみながら、歩いてみましょう。

●難易度

●所要時間：約 2時間
●総 距 離：約 4km

❶ 丸山衝上断層

 目印１ カフェデミタス

❷ 神戸わたくし美術館

❸ 丸山コミュニティセンター

❹ 神鉄丸山駅歩道橋

❺ 滝谷西公園

 目印 2  大きい鉄柱

❻ 中華義荘

❼ 神鉄踏切

❽ 長田天神東公園

❾ 関電鉄柱

　 不思議階段

 目印 3 窓の絵がある丸い建物

　 神戸水天宮

　 滝見橋

　 長田天神南公園

ゆぇ～ぶなぐら

神戸市バス④系統 堀切バス停

アップダウンのあるコース！
定期的に休憩を！

長田区まちづくり課　☎ 579-2311（内線212） FAX 579-2301
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スタート

ゴール

約15分

10

11

2

61

4

おさんぽコース

歩いた後は
おふろでさっぱり
しましょう！

今月号からウォーキングコースのゴール
として区内11カ所の銭湯を紹介します。
毎月紹介される銭湯にスタンプ欄記載の
期限までに入浴でスタンプゲット。
広報紙持参をお忘れなく！
11カ所全てのスタンプを集めると記念品
をプレゼント！
応募方法などは2021年3月号でお知らせ
しますのでそれまで集めたスタンプの保
管をお願いします。

広報紙5月号
ながたのおふろを巡ってながたのおふろを巡って

記念品ゲット！記念品ゲット！

広報
紙5月号

ゆ

え～ぶなぐ

ら

銭 湯
スタンプ
ラリー

GOAL!

01
2020.6.30まで

約40分

約30分

約35分

スタート！

ゴール！

人口：94,745人／世帯数：49,428世帯／面積：11.36km²
【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）

長田区まちづくり課　〒653-8570  長田区北町3-4-3
☎（078）579-2311（内線211）/FAX（078）579-2301　　nagata@office.city.kobe.lg.jp 

長田区の姿（令和２年4月1日現在）
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