
 お知らせ お知らせ

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 。

第４１回やくも賞・婦人防災功労者賞

ボラカフェ～ビギナーズ～

善意銀行（10月分・順不同・敬称略）
奥田　茜、三原、でんきのマツナガ、
日本ケミカルシューズ工業組合青年部会
株式会社マルハン
ありがとうございました。

対象 これからボランティアを始めた
      い方・活動概ね１年以内の方
日時 １月１１日（水）、２月８日（水）
      ※毎月第２水曜日10：30～11：30　
場所 長田ボランティアルーム（長田区
      役所４階 社会福祉協議会内）
参加費 無料 　
定員 １０名
申し込み 前日までに問へ
問長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427
     nagatavc@aqua.famille.ne.jp

すくすく赤ちゃんセミナー

あおぞら☆きょてんじどうかん
「せつぶんあそび」

子育て

糖尿病教室

講演・講習

市立図書館の臨時休館（部分開館）

対象 血糖値が高い人やそのご家族など
日時 1月20日からYouTube配信で
      開催予定
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

日時 1月18日(水)12:20～12:50
場所 区役所７階区民ギャラリー
出演 原田菜花（オーボエ）
       吉原美都 （ピアノ ）
　　 悦喜正文（作詩）
　　　池上多美子（作曲）
　　　大木有子、庄司優歌（うた）
曲目 オーボエソナタ（F.プーランク）
　　 小さな命、そばにいるよ（悦喜
　　  正文 詩／池上多美子 曲）他
料金 無料
申し込み 不要
問市総合コールセンター　
☎0570-083330または333-3330

　

サロンコンサート
第368回

●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・職員
・野田北部防災福祉コミュニティ
・兵庫トヨタ自動車株式会社神戸店
・長田消防団本団　藤原忠昭 分団長
・長田消防署消防防災課　西岡貴和  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
区連合婦人会会員
・石川典子　・梶原文子　・澤谷ますみ　
・西澤久美子  ・松井和代　
※五十音順、敬称略　　　

催し ながた☺☺ (にこにこ)マルシェ
「スイミー」開催のお知らせ

第30回 サルビアコンサート　
長田文化協議会設立30周年記念コンサート　

長田区内にある障がい者支援事業所で
作った自主製品の販売を行います。
日時 １月１３日(金)10:３0～13:30 
場所 新長田合同庁舎１階
内容 事業所で作った自主製品の販売会
   　 など
問しんながた障害者相談支援センター　
☎611-8860　Ⓕ611-8861
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日時 ２月18日（土）14:30開演
場所 ピフレホール
出演 水澤節子、小澤陽子、大木有子
       庄司優歌（ソプラノ）/崎元蘭奈（チェロ）
　　　髙木理子（マリンバ）/高橋麻理子
　　 神吉佐智恵、竹田景子（ピアノ）
曲目 ウィーン わが夢の街、手のひらを太陽
　　 に、花祭り、華麗なる大円舞曲 他
定員 300人（抽選）
料金 無料
申し込み 1月20日(金 )(消印有効)までに
　　　　 往復はがきに住所・氏名・年齢・
　　　　 電話番号・人数(2人まで可)を
　　　　 記入し、問まで
問サルビアコンサート事務局(区まちづくり課内）
〒653-8570 (住所不要)
☎579-2311(内228)　Ⓕ579-2301

シン・ナガタ写真展

長田の魅力である「人」に焦点を当てた
写真展。長田で活躍している方や新長
田周辺の写真を通して、長田の魅力を
再発見しませんか？
日時 12月28日（水）～1月26日（木）
　　 7：00～23：00
展示場所 大橋地下道
料金 無料
問市総合コールセンター　
☎0570-083330または333-3330

新システム導入のため、図書館サ
ービスを休止します。
【休止期間】
12月29日(木)から1月30日(月)
まで
【休止内容】
図書の貸出・返却・予約・検索・複写
等すべての図書館サービス
新長田図書館では次の期間、一部
の座席の利用、児童書、新聞、雑誌
の館内閲覧が可能です（部分開館）。
【期間】1月11日(水)～17日(火)
（16日(月)を除く）
※細田駐車場エレベーター工事の
　ためエレベーターは使えません。
問市総合コールセンター

専門のスタッフが子育てのはてな？や
不安にお答えする育児セミナーです。
対象 5～7か月の赤ちゃんと保護者
日時 1月12日（木）13:30～15:40
       （受付13:15～）
場所 長田区役所6階
料金 無料
定員 各回10組程度（先着順）
持ち物 母子手帳、すくすくハンドブック
申し込み 4か月健診時に配布した申込書
　　　　 の提出または直接問へ（予約制）
問区保健福祉課
☎579-2311（内線459）

節分あそびを楽しみましょう。 バルーン
アートもあります。
対象 乳幼児親子
日時 2月１日（水）１１：00～１２：00
       （受付終了１１：４５）
場所 長田区役所　７階大会議室
料金 無料
申し込み 不要
定員 なし
協力 長田区主任児童委員連絡会
問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎６１２-３７９７

神戸市立図書館 検索

あじさい賞の受賞

自治会活動を通じて地域の発展と地域
住民の福祉の向上に寄与した24名の方
が「あじさい賞」を受賞されました。
・乾正文 　・臼井忠教　・岡田則子　
・岡田守弘　・加藤泰育　・金地榮太郎　
・亀井久吉　・岸口洋三　・木下清子
・木下定雄　・清瀬勝弘　・中岡俊博　
・中川宣義　・長田勝彦　・中田裕康　
・永野ミツ子 ・林大助　・原田実
・平島邦夫　・堀之内美義  ・村上真一　
・森仟壽  ・横山耕治　・米山広
※五十音順、敬称略

守っていますか？飼育マナー
・ペットが他の人に迷惑をかけないしつけ
　をし、 責任をもって飼育しましょう。
・災害時の備蓄品として、ペット用品（避難
　用のケージ、リード、薬、水、ペットフード、
　トイレ用品など）を常備しましょう。
・迷子になった場合に備え、首輪に迷子札を
    付けるか、マイクロチップを装着しましょう。
犬を飼ってる方へ
・必ず登録し、年1回狂犬病予防注射を
　うけさせましょう。
・首輪に鑑札・注射済票を付けましょう。
・散歩時に糞をしたら必ず持ち帰りましょう。
    尿は水で流しましょう。
・散歩時は必ずリードにつなぎましょう。
猫を世話している方へ
・室内で飼いましょう。
・飼えない子猫が産まれないように、不妊
   手術をしましょう。
問生活衛生ダイヤル    
☎771-7497 Ⓕ050-3156-2902

　

長田公民館には、38の自主活動グルー
プがあり、約600人の方が様々な学習
活動を行っています。いつでも入会で
きますので、ご興味のある方は問まで。
問長田公民館  ☎５７５－１３７４

登録グループ生募集
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民生委員・児童委員、主任児童委員の活動について

一人暮らし高齢者の見守り

子育て支援

問区保健福祉課管理担当  ☎579-2311

主任児童委員は、児童館や地域福祉センター等を
活用して、地域の親子が交流を深める場を提供し
ています。また、学校や児童相談所といった児童
に関係する機関と連携したりするなど、児童福祉
の向上の為に活動しています。

行事での主任児童委員活動の様子

民生委員・児童委員の配食会の様子

民生委員・児童委員は、高齢者世帯の見守り訪問を
行ったり、地域福祉センター等で給食会等を催し、
外に出て交流する機会を設けたりしています。ま
た住民の身近な相談相手として悩みごとや心配ご
とをお聞きし、必要なサービスを受けられるよう、
行政や専門機関につなぐ活動もしています。

民生委員・児童委員、主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された
無報酬の特別職の地方公務員です。長田区には、現在245名の方がお
られ、区内を19地区に分け、地区単位で活動しています。

阪神・淡路大震災で犠牲になられた方々の鎮魂とまちの復興への願いを
こめて、1月17日に震災に関連した行事を行います。
　 ●1.17KOBEに灯りを in ながた

①～③の問 区まちづくり課
☎579-2311(内線216) 
Ⓕ579-2301

場　所 時　間

ポケットパーク(日吉町5)
若松鷹取公園(若松町10・11)

5:00～10:00

5:30～6:00
大国公園(本庄町2)

場　所 時　間

鉄人広場(若松町６) 16:30～20:30
①
②
③

④

④の問 長田ボランティアセンター
☎574-2408  
Ⓕ574-2427
　　nagatavc@aqua.famille.ne.jp

１．１７震災関連行事
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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

1月11日(水)、2月8日(水)

1月26日(木)

1月10日(火)

１４：0０～１5：3０

10：0０～１1：3０

6階

5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
は区保健福祉課〔☎579-2311（内線457・458）Ⓕ579-2344〕へお問い合わせください。

※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
● ①区保健福祉課 ☎579-2311 Ⓕ579-2344　
　　②区保健福祉課（精神保健福祉相談担当） ☎579-2311 Ⓕ579-2344

■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。下の二次元コードからご確認ください

 
※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）
•前立腺がん検診／集団検診と同時受診で1,000円、単独受診で1,500円／50歳以上の男性
•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
　※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

  

神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）  

1月1日～2月15日

申

各種相談
区役所法律相談
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名（先着・要予約）

申し込みはこちらから▶
行政相談 
兵庫行政評価事務所　☎331-9096
日時／1月10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 

♯8900（ハヤクオーエン）ひきこもり相談会
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
　日時／1月17日(火)、31日(火)  、2月7日(火)  13:30～、15:00～
　場所／区役所2階相談室　定員／1日2組まで（先着・要予約）　　　　 

無料

チャットボットで、
けんしんの予約・問い合わせが便利に！
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。

区 民 広 報 紙 な が た　1月号

税務相談
近畿税理士会長田支部　☎747- 0588
日時／1月12日（木）13:00～16:00(要予約)　場所／(公社)長田納税協会 チャットボット

成年後見制度の利用手続き相談室
区社会福祉協議会　☎511-4277　Ⓕ574-2427
日時／1月27日(金)13:30～15:30
場所／区役所4階 社会福祉協議会
※新型コロナウィルス感染状況により、電話相談等に変更する場合があります

実施日 受付時間 会　場

2月10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

1月20日(金)



当日は防災訓練もあり、豚汁の
炊き出しも行います。とんどの
残り火で作る焼き芋も美味し
いですよ。豚汁、焼き芋の整理
券はお焚き上げの受付時に配
布します。

も、 ！

ご家庭から出るプラスチック資源など
を回収、資源化、再利用しています。ネ
スレ日本(株)提供のコーヒーが飲める
くつろぎスペースでおしゃべり
もできますよ。

今は何でもスマホで操作できる時代です。
スマホの基本操作を学んで毎日をもっと
快適に過ごしませんか。ぜひ一度、足を運
んでみてください。

正月飾りや書き初めを燃やして、煙
とともに年神様を見送るとんど焼
き。灰を持ち帰って自宅の庭にまく
と家内安全や無病息災のご利益を
授かるといわれています。

大正筋商店街にある神戸国際コミュニ
ティセンター(KICC)では、外国人が神
戸で生活しやすいよう多言語による生
活相談、通訳、日本語の学習支援などを
行っています。海外の文化を紹介するイ
ベントも開催します。

長田で何か始めたい、暮
らしの情報を知りたい人
の交流イベントです。

伝統行事で、
年初めを縁起良く！

スマホを使って
もっと便利な毎日へ。

海外の暮らし
少しのぞいてみませんか。

出会って。話して。
街をもっと盛り上げる！

神戸女子大学
４年生
谷川美織さん

日本経済大学４年生
タイ ティ ハ ジャンさん
（ベトナム）

とんど焼き

ナガタお好み焼きセッション2

高齢者を対象としたスマホ教室
 

日時：1/23(月)
　   ①体験教室(先着15名)10:00～12:00
　   ②活用相談会(各先着20名)　
 　 13:30/14:00/14:30/15:00
場所：区役所7階702会議室
申し込み：1/16（月）までにイベント申し込み
　　　　 サイトから
問市総合コールセンター
☎0570-083330または
　333-3330

ふたば学舎でふらっと
気軽にリサイクル。

異文化交流サロン

▲詳しくは
　こちらから

申し込みサイトは▲
こちらから

▲詳しくは
   こちらから

▲詳しくは
   こちらから

私たちが母国のことを日本語
でお伝えします。皆さん、気軽
にご参加ください。KICCを紹
介する多言語パンフレットも
あります。私たちが１対１で使い方をお伝え

します。できることが増えると楽し
いですよ。皆さんとお会いできる
のを楽しみにしています。

日時：1/14(土) 9:00～11:00
      お焚き上げの受付8:30～９:00
場所：長田小学校
主催：長田ふれあいのまちづくり協議会、
　　　青少年育成協議会長田支部、
       長田小学校区防災福祉コミュニティ
問区まちづくり課
☎579-2311
Ⓕ579-2301

毎月第3日曜はプラスチック資源
を使った手づくり教室（無料・申し
込み不要）も開催中です。

日時：2/11（土）13:30～17:00
場所：長田高校同窓会館
参加費：無料
申し込み：2/5（日）までにイベント
申し込みサイトから
問市総合コールセンター
0570-083330または
333-3330

長田ふれあいのまちづくり協議会  河野富佐枝さん

前回参加した
本田妃由さんと
娘・怜ちゃん

(写真左から)手作り教室を実施しているマイフレンドの皆さん
　　　　　　西口節子さん、豊島咲子さん、西村絹代さん

手づくり教室の内容
などはエコエコひろば
掲示板でお知らせしま
す。子どもから大人ま
で参加大歓迎です。

日時：2/4(土) 14:00～16:30
場所：ふたば学舎料理室
参加費：500円（材料費）
定員：20名（先着）
申し込み：1/27(金)まで
☎742-8908（平日10:00～17:00）
当日☎743-8701(KICC１階受付)

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX 問…問い合わせ

こんなことが
学べます

・電源ON/OFF
・電話のかけ方
・写真の保存
・ネット検索
　　　　　など

このイベントで子育て中のママさんた
ちと知り合いました。今は一緒に月1回
のカフェを開いています。ここに来たら、
何か面白いことが見つかりますよ。

日時：1/22（日）ほか計4回
講師：永田宏和（KIITO センター長）

「長田で活動する人のための
アクションゼミ」も開催されます。

エコエコひろば 
ふたば資源回収ステーション

▲詳しくは
　こちらから

発行/長田区 〒653-8570 長田区北町3-4-3
TEL（078）579-2311    FAX（078）579 -2301  MAIL nagata@office.city.kobe.lg.jp
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）
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こちらからも、情報発信しています！

長田区の姿（令和4年12月1日現在）
人口／93,700人　世帯数／50,335世帯
面積／11.36km2


