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●行政相談員の表彰
長田区の行政相談員として顕著に活躍し
た、その功績を称え、齊都外美さんが令和
3年度近畿行政相談委員連合協議会会長
表彰を受領されました。おめでとうござい
ます。
●行政相談週間
期間：10月18日(月)～24日(日)
行政相談は国の行政に対する苦情や意
見・要望を受け付け、その解決や実現の促
進を図る制度です。区役所では毎月第2
火曜に実施しています。

令和4年4月から区内の保育所・保育園・
認定こども園（朝～夕の利用）・地域型保
育（小規模保育など）の利用希望者は、申
請書（下記窓口または市ホームページで
入手可能）を窓口へ提出してください。
対象 保護者が就労や病気などで保育を
必要とする乳幼児
申し込み ①10月18日(月)～11月30日
(火)②12月1日(水)～来年2月15日(火)
※①の選考後、空き状況に応じて②の追
加選考を実施　
※先着順ではありませんが、余裕をもっ
てお申し込みください
窓口 区役所5階 こども家庭支援課
※第一希望の保育所・保育園が別の区
にある場合は、該当区の区役所へ
問区こども家庭支援課こども福祉係
☎579-2311（内線411～413、422）

対象 小学1～６年生　
日程 11月28日(日)　場所 西代蓮池公園
料金 無料
申し込み 10月１５日(金)～29日(金)に区
ホームページかチラシを確認しウェブで問へ
問市事業・イベント案内センター
☎333-3372
　長田区エンジョイランニング大会  　検索

　

場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料　
申し込み 不要
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 10月2日(土)､16日(土) 
Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 各日ⒶⒷそれぞれ8人(先着)
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 10月9日(土)､23日(土)､30日(土)
14：00～14：30
定員 各日8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 10月20日(水) 10:30～11:00
定員 5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 10月22日(金)10:30～11:30
定員 5組(先着)
●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時 10月23日(土) 11:00～11:30
定員 6人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

対象 血糖値が高い人やその家族など
日程 10月20日(水)からYouTubeで配信
予定　料金 無料
問神戸市立医療センター西市民病院 総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

食育Q&Aエプロンシアターについて学
びます。
対象 幼児(おおむね1～3歳)と保護者
日時 10月8日(金)10:30～12:00
場所 長田区文化センター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

震災の記憶を風化させないため神戸の壁
保存記録パネルや神戸の壁の歌のパネ
ルを展示します。
日時 10月16日(土)～11月15日(月)
9:00～20:00　
※10月16日（土）10:30～オープニング
の集いを実施
場所 WALL GALLERY（腕塚町5-1大橋地下道)
料金 無料
問リメンバー神戸プロジェクト　
☎090-4302-8231

映画「嘘八百 京町ロワイヤル」を上映。
対象 区内在住の戦没者遺族
日時 11月4日(木)14:00～16:00
場所 ピフレホール　
料金 無料
申し込み 長田区遺族会に加入していない
場合のみ10月15日（金）までに☎で問へ
※加入者は申し込み不要
問区健康福祉課
☎579-2311(内線408) Ⓕ579-2342

日時 11月12日(金)14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 遺跡が語る神戸の歴史～長田区の
考古学～　※同時手話通訳あり
講師 神戸市文化スポーツ局文化財課
学芸員 山田侑生氏
定員 100人(先着)　
料金 無料　
申し込み１０月１５日（金）１５：００～11月11
日(木)に☎か直接問へ
※本人のみ申し込み可能
問長田公民館 ☎575-1374

日時 10月18日(月)18:30～19:30
場所 県立長田商業高校
定員 30人（先着）　
料金 無料　
申し込み 10月13日(水)までに☎で問へ
問県立長田商業高校
☎631-0616（担当：長田）

料金 無料
申し込み ☎か二次元コードで問へ
●体験保育①
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 10月29日(金)10:00～11:00
場所 認定こども園 たから保育園
定員 5組（抽選）
申し込み 10月14日（木）まで
●体験保育②
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 11月5日(金)10:00～11:00
場所 神戸エンゼル認定こども園 
定員 3組（抽選）
申し込み 10月21日（木）まで
●体験保育③
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 11月8日､15日､22日(月) 10:00～
11:00（3回シリーズ） 
場所 認定こども園ほそだ 
定員 8組（抽選）
申し込み 10月25日（月）まで
●西野幼稚園であそぼ！
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 10月26日(火)10:30～11:30
場所 神戸市立西野幼稚園 
定員 10組（先着）
申し込み 10月1９日（火）まで
問応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
 

　

ハロウィン模様のバルーン製作、輪投げ、
水に浮かぶくじ引きなどが楽しめます。
対象 乳幼児と保護者
日時 10月2０日(水)11:00～12:00
場所 区役所芝生スペース　　　　
※雨天中止 　料金 無料 　
申し込み 不要（なくなり次第終了）
問細田児童館（拠点児童館）
☎612-3797

子育てをもっと楽しく、ママも赤ちゃんも
笑顔になれる4回シリーズの講座。
対象 初回日に生後4～6カ月の乳児と保
護者　　
日時 11月24日(水)、12月1日(水)、8日
(水)、15日(水)10:00～12:00　
場所 細田児童館　定員 7組
料金 無料
申し込み 11月10日(水)までに☎か二次
元コードまたは直接問へ
問細田児童館（拠点児童館）　
☎612-3797

　

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール
　　　　　　問…問い合わせ
　 

行政相談

長田区エンジョイランニング大会
参加者募集！

保育所・保育園の来年度の
入所・入園申し込みが始まります

 お知らせ

第8回リフレッシュセミナー

第3回ムーンライトセミナー
「神戸のハッピーボウラー竹原三貴さん
によるボウリングセミナー」

 講演・講習

 子育て
地域子育て応援プラザ長田の催し

あおぞら☆きょてんじどうかん
「ハロウィン」

赤ちゃんとのふれあい講座

しんながた図書館だより

糖尿病教室

 催し

震災27年の継承
「震災の記憶・神戸の壁歌展」

親子の学び教室

長田区戦没者遺族慰安会

NAGATA information BOX
ながた情報BOX

10月

申し込みはこちらから▶

善意銀行3年７月分
（順不同・敬称略）

申し込みはこちらから▶

おさだ

日常生活の中で地域の安全・安心につい
て異変に気が付いたら、気軽に通報・相談
してください。
☎341-1324　
（平日9:00～16:00、電話相談のみ）

掲載イベントなどの開催について
新型コロナウイルス感染症の影響に
よるイベントなどの延期・中止は、各
問い合わせ先に確認してください。

株式会社マルハン
でんきのマツナガ 松永和雄　 
ありがとうございました。

ひょうご地域安全
SOSキャッチ電話相談
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会場受付時間実施日事業名

　②
精神保健
福祉相談

①健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：00～11：00

１０月13日（水）、１1月10日（水）

10月28日（木）

10月19日（火）、11月9日（火）

１４：0０～１5：3０

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、9カ月、1歳6カ月（1歳7カ月頃案内）、3歳（3歳3～６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。

実施日 受付時間 会　場

１０月２３日（土）、11月5日（金）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

長田区文化センター３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

■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月に発送しています　
※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　
申し込み 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参　
料金 無料
※令和３年度より、これまで一部の方にお願いしていた自己負担金を廃止し、全ての対象者
　（４０歳～本年度７５歳に達する神戸市国保加入者）に無料で受診いただけるようになりました
※39歳以下については受診要件があります。下のチャットボット記事二次元コードからご確認ください
　健康企画課 ☎３２２-6517 Ⓕ322-6053
※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）  
　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）

10月1日～11月15日

申

　 
　
●行政相談員の表彰
長田区の行政相談員として顕著に活躍し
た、その功績を称え、齊都外美さんが令和
3年度近畿行政相談委員連合協議会会長
表彰を受領されました。おめでとうござい
ます。
●行政相談週間
期間：10月18日(月)～24日(日)
行政相談は国の行政に対する苦情や意
見・要望を受け付け、その解決や実現の促
進を図る制度です。区役所では毎月第2
火曜に実施しています。

令和4年4月から区内の保育所・保育園・
認定こども園（朝～夕の利用）・地域型保
育（小規模保育など）の利用希望者は、申
請書（下記窓口または市ホームページで
入手可能）を窓口へ提出してください。
対象 保護者が就労や病気などで保育を
必要とする乳幼児
申し込み ①10月18日(月)～11月30日
(火)②12月1日(水)～来年2月15日(火)
※①の選考後、空き状況に応じて②の追
加選考を実施　
※先着順ではありませんが、余裕をもっ
てお申し込みください
窓口 区役所5階 こども家庭支援課
※第一希望の保育所・保育園が別の区
にある場合は、該当区の区役所へ
問区こども家庭支援課こども福祉係
☎579-2311（内線411～413、422）

対象 小学1～６年生　
日程 11月28日(日)　場所 西代蓮池公園
料金 無料
申し込み 10月１５日(金)～29日(金)に区
ホームページかチラシを確認しウェブで問へ
問市事業・イベント案内センター
☎333-3372
　長田区エンジョイランニング大会  　検索

　

場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料　
申し込み 不要
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 10月2日(土)､16日(土) 
Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 各日ⒶⒷそれぞれ8人(先着)
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 10月9日(土)､23日(土)､30日(土)
14：00～14：30
定員 各日8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 10月20日(水) 10:30～11:00
定員 5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 10月22日(金)10:30～11:30
定員 5組(先着)
●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時 10月23日(土) 11:00～11:30
定員 6人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

対象 血糖値が高い人やその家族など
日程 10月20日(水)からYouTubeで配信
予定　料金 無料
問神戸市立医療センター西市民病院 総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

食育Q&Aエプロンシアターについて学
びます。
対象 幼児(おおむね1～3歳)と保護者
日時 10月8日(金)10:30～12:00
場所 長田区文化センター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

震災の記憶を風化させないため神戸の壁
保存記録パネルや神戸の壁の歌のパネ
ルを展示します。
日時 10月16日(土)～11月15日(月)
9:00～20:00　
※10月16日（土）10:30～オープニング
の集いを実施
場所 WALL GALLERY（腕塚町5-1大橋地下道)
料金 無料
問リメンバー神戸プロジェクト　
☎090-4302-8231

映画「嘘八百 京町ロワイヤル」を上映。
対象 区内在住の戦没者遺族
日時 11月4日(木)14:00～16:00
場所 ピフレホール　
料金 無料
申し込み 長田区遺族会に加入していない
場合のみ10月15日（金）までに☎で問へ
※加入者は申し込み不要
問区健康福祉課
☎579-2311(内線408) Ⓕ579-2342

日時 11月12日(金)14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 遺跡が語る神戸の歴史～長田区の
考古学～　※同時手話通訳あり
講師 神戸市文化スポーツ局文化財課
学芸員 山田侑生氏
定員 100人(先着)　
料金 無料　
申し込み１０月１５日（金）１５：００～11月11
日(木)に☎か直接問へ
※本人のみ申し込み可能
問長田公民館 ☎575-1374

日時 10月18日(月)18:30～19:30
場所 県立長田商業高校
定員 30人（先着）　
料金 無料　
申し込み 10月13日(水)までに☎で問へ
問県立長田商業高校
☎631-0616（担当：長田）

料金 無料
申し込み ☎か二次元コードで問へ
●体験保育①
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 10月29日(金)10:00～11:00
場所 認定こども園 たから保育園
定員 5組（抽選）
申し込み 10月14日（木）まで
●体験保育②
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 11月5日(金)10:00～11:00
場所 神戸エンゼル認定こども園 
定員 3組（抽選）
申し込み 10月21日（木）まで
●体験保育③
対象 1～2歳の子どもと保護者
日時 11月8日､15日､22日(月) 10:00～
11:00（3回シリーズ） 
場所 認定こども園ほそだ 
定員 8組（抽選）
申し込み 10月25日（月）まで
●西野幼稚園であそぼ！
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 10月26日(火)10:30～11:30
場所 神戸市立西野幼稚園 
定員 10組（先着）
申し込み 10月1９日（火）まで
問応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
 

　

ハロウィン模様のバルーン製作、輪投げ、
水に浮かぶくじ引きなどが楽しめます。
対象 乳幼児と保護者
日時 10月2０日(水)11:00～12:00
場所 区役所芝生スペース　　　　
※雨天中止 　料金 無料 　
申し込み 不要（なくなり次第終了）
問細田児童館（拠点児童館）
☎612-3797

子育てをもっと楽しく、ママも赤ちゃんも
笑顔になれる4回シリーズの講座。
対象 初回日に生後4～6カ月の乳児と保
護者　　
日時 11月24日(水)、12月1日(水)、8日
(水)、15日(水)10:00～12:00　
場所 細田児童館　定員 7組
料金 無料
申し込み 11月10日(水)までに☎か二次
元コードまたは直接問へ
問細田児童館（拠点児童館）　
☎612-3797

　

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 3番窓口　定員／20人（先着・要予約）
　※区ホームページでも予約が可能です

行政相談 
問兵庫行政評価事務所　☎331-9096
　日時／１０月1２日（火）１３：００～１５：００　場所／区役所３階 ３番窓口
　※申し込み不要、先着順 

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／１０月２２日（金） 13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会
　※新型コロナウイルス感染症対策のため、電話相談などに変更する場合があります

♯8900（ハヤクオーエン）ひきこもり相談会
問神戸ひきこもり支援室　☎♯8900または☎361-3521
　　 hikikomori_shien@office.city.kobe.lg.jp
　対象／ひきこもり状態にある本人、家族など　場所／区役所５階 ４番相談室　　
　日時／１０月５日（火）・１９日（火）、１１月２日（火） 13:30～、15:00～　
　定員／各日2組まで（先着）

税務相談
問近畿税理士会長田支部　☎７４７-0588  
　日時／10月7日（木）13：00～1６：00（要予約） 　場所／（公社）長田納税協会

　

無料

ながたにこにこマルシェ　スイミー開催のお知らせ

けんしんの予約・問い合わせがスマホでできます
神戸市が実施する各種健診・検診についてのチャットボッ
トサービス（チャット画面に表示された質問に答えること
で、健診・検診に関する必要な情報を案内するもの）を開
設しています。

下町芸術祭2021

１０月１２日（火）・２８日（木）
11月15日（月）

地域の魅力を、アーティスト独自の
視点により作品やパフォーマンスに
映し出します。下町の日常に溶け込
んだアートをお楽しみください。
日程 10月9日(土)～24日(日)
内容 豊かさの触感(NPO法人芸法)、まちを元気に！遊合祭パレード&パフォーマンス
(スタジオ・長田教坊)、下町芸術大学(コミュニティサロンGnu)、ダンスと出かけよう！
（NPO法人DANCE BOX）、［関連企画］丸山 宙を上る街道(丸山プロジェクト)ほか

新湊川ウォーク ～初逆行！湊川隧道通り抜け～

下町芸術祭  2021　       検索

兵庫県神戸土木事務所      　検索

長田区内にある障がい者支援事業所について皆
さんに知っていただくためのイベントです。
日時 10月27日（水）11:00～14:00※雨天中止
内容 事業所で作った自主製品の販売会など
場所 区役所芝生スペース
問しんながた障害者相談支援センター　
☎611-8860 Ⓕ611-8861

年に一度の「湊川隧道の通り抜け」を開催します。
今年は長田区側からスタートします。
日時 11月23日(火・祝)10:30～14:00　
申し込み 10月1日(金)～11月5日(金)に神戸土
木事務所ホームページの申し込みフォームか様
式に記載の上、往復はがきに貼付して問へ　
問神戸土木事務所企画調整担当　☎737-2382

※足元が悪い場所があるので歩き
　やすい服装で参加してください
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発行／長田区役所　〒653‐8５70 長田区北町3-4‐3

●長田区の姿（令和3年9月1日現在） 人口：94,515人  世帯数：49,769世帯  面積：１１.3６㎢  ●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）　　

ながた

長田区にまつわる謎や疑問をお寄せください。ながた探偵団が全力で調査します。電話、FAX、手紙、SNSからご連絡ください。
あなたの依頼が掲載されるかも!?

【依頼募集】

問長田区まちづくり課広報紙担当 ☎579-2311（内線：212） FAX579-2301

サクッと解決！

！？ こ ち ら
ながた
　偵団探

番外編／特別レポート

区民から寄せられた謎や不思議を調査する「ながた探偵団」！
今回は「10月、中央区から長田区に神戸国際コミュニティセンター（KICC）が移転することに合わせて、
区内でさまざまなイベントが行われるらしい」との情報をつかみ、番外編として詳細を調べた結果を報告します。

第9回しんながたくにづか　ローカル＆ワールドフェスティバル　
世界各国のグルメや音楽、多国籍文化を体感できるイベント。お好み焼きのコテを使った卓球やゴルフなどで競う
「コテリンピック」も開催。
緊急事態宣言の延長を受けて開催延期（来年３月頃予定）　　　　　　　　　　　　
場所：大正筋商店街
問株式会社くにづか　☎646-2070

KOBEランタン縁日　
大小600個のランタンにより街がアジア各国の情緒に彩られるほか、ふたば学舎では
子ども向けのミニゲームやステージイベントなどが楽しめる親子縁日が行われる。
日時：10月15日(金)、16日(土)15:00～20:30
場所：ふたば学舎、大正筋商店街(入口アーケード、KICC予定地前)
問特定非営利活動法人 神戸定住外国人支援センター(KFC) 
☎612-2402  Ⓕ612-3052

KICC見学会
日時：10月16日（土）12:30～18:00
場所：神戸国際コミュニティセンター
       （アスタくにづか1番館1階）
申し込み：不要 ※招待者優先の時間帯あり
問神戸国際コミュニティセンター　
☎291-0641※10月1日（金）まで
☎742-8721※10月４日（月）から

KICCの活用法

英語、中国語、ベトナム語など11言語による

日常生活の相談や日本語・文化の学習支援

を行っているので、周りに困っている外国人が

いたら教えてあげてほしい。

国際交流や多文化共生に関心がある人も、

気軽にのぞいてみれば面白いイベントが見つ

かるかもしれない。国際交流などの活動を

行う団体には、会議室も貸してくれるようだ。

KICCとは？
公益財団法人神戸国際コミュニティセンター（Kobe International Community Center）の略称。神戸の国際都市としてのさらなる発展を目指し、国際協力や市民の国際交流、多文化共生の推進、留学生支援など、幅広い事業を展開しているようだ。

会場はとても広いので、
歩きやすい靴が
おすすめです！

KICCの移転オープン
に合わせたイベントが
目白押し！！

【関連イベント一覧】

新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、入場制限
などのイベントの縮小や中止の可能性があります。開催
状況については、各問い合わせ先へご確認ください。

※外観（イメージ）

延期


