
株式会社マルハン
ありがとうございました。

善意銀行2年11月分
（順不同・敬称略）

場所 ピフレホール
料金 【前売り】1,500円【当日】2,000円
【U25（25歳以下）】1,000円
申し込み 神戸文化ホールプレイガイド 
☎351-3349
●歌い継ぎたい愛唱歌Vol.2～帰って
きた合唱の響き～
日時 2月19日（金）14:00
出演 神戸市混声合唱団
●名曲昨今～弦楽器とオーボエの音
色に酔いしれて～
日時 2月26日（金）14:00
出演 神戸市室内管弦楽団
問 （公財）神戸市民文化振興財団
☎361-7241  Ⓕ361-7182

講演・講習

わがまちコンサート ピフレ

日時 3月5日(金)14:00～15:00
（開場13:30）
場所 長田公民館本館 体育室
演題 神大寄席
講師 神戸大学落語研究会
料金  参加費無料。同時手話通訳あり
定員  100人　申し込み 不要・当日受付
問 長田公民館
☎575-1374

確定申告書作成会場が「神戸サンボー
ホール」に変わります。
期間  2月16日（火）～3月15日（月）
9:00～16:00
2月21日（日）、２月28日（日）
9:00～16:00
※上記を除く土日祝日は開設しており
ません。
※会場への入場には「入場整理券」が
必要です。入場整理券の配付状況に応
じて早めに受付を終了する場合があり
ます。
※感染リスク軽減のため、ご自宅から
申告できるe-Taxのご利用を！
問 長田税務署　☎691-5151

長田税務署からのお知らせ

第10回リフレッシュセミナー

例年2月11日に開催しています「ふれ
あい高取山耐寒スタンプテーリング」
は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、今年度は中止が決定しま
した。楽しみにしていた地域のみなさん
には大変申し訳ありませんが、ご理解い
ただきますようお願いします。
問 区まちづくり課
☎579-2311　Ⓕ579-2336

自治会活動等に長年尽力し、地域活動
を通じて良好な地域社会の維持および
形成に貢献し、総務大臣表彰を授賞さ
れました。
長田区自治会連合会会長
岡本 勝利（おかもと かつとし）さん

11月2日（月）に「あじさい賞」「地域活
動賞」の授賞式が行われました。
●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した個人
後藤 義明（ごとう よしあき）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
池田婦人会

お知らせ
第33回ふれあい高取山耐寒
スタンプテーリングは中止です

地域第一課司令係
芝 孝一（しば こういち）さん（左）
交通課交通捜査係
宇田川 昭仁（うだがわ あきひと）さん（右）

簡単なオンライン会話ツールを使って
自宅にいながら体操教室を体験してみ
ませんか。
対象  スマートフォン・パソコンを持っ
ている人（推奨環境の確認は問まで）
日時  2月22日（月）13:30～14:15
講師  たけだ整骨院長田院 岩崎院長
申し込み 要 2月1日（月）より受付
定員  10人（先着）
問 区まちづくり課
☎579-2311　Ⓕ579-2336

第48回長田区民の
警察官賞「たかとり賞」

区内民間福祉団体等が実施する児童福
祉事業・活動を支援します（審査あり）。
期間  2月12日（金）までに必着で問へ
助成上限額 1団体50万円
申し込み HPを確認の上、事前に問まで
問 区社会福祉協議会
☎511-4277　Ⓕ574-2427

令和3年度「芝田カナヱ・和江」
児童福祉事業助成

「自分のカラダを使いこなそう」
高齢者オンライン体操教室／
実証事業の参加者を募集します

催し

日時  3月14日（日）
開場12:30　開演13:00
場所  ピフレホール　定員  300人
出演  FANTASTICS、アスタ新長田ス
ティールパンスクール 他
料金  500円 ※入場料は当日支払い
申し込み  氏名・電話番号またはメール
アドレス・申し込み枚数を記入し、電子
メールで問まで ※3月10日（水）必着
問 アスタ新長田スティールパン振興会
☎Ⓕ631-5055
　fanta.asutaticket@gmail.com

料金  無料
●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17日（水）10:30～11:00
場所  新長田図書館 多目的ルーム
申し込み  不要　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  2月26日(金)10:30～11:30
場所  新長田図書館 多目的ルーム
申し込み  不要　定員  5組（先着）
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～　Ⓑ小学生～
日時  2月6日(土)、2月20日(土)
Ⓐ14:00～14:30　Ⓑ14:30～15:00
場所  新長田図書館 多目的ルーム
申し込み  不要　定員  8人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  2月13日(土)、27日(土) 
14:00～14:30
場所  新長田図書館 多目的ルーム
申し込み  不要　定員  8人（先着）
●大人の楽しい朗読
対象 一般
日時  2月27日(土)11:00～11:30
場所  新長田図書館 多目的ルーム
申し込み  不要　定員  6人（先着）
●南極クラス
対象 小学3年生くらいから
日時  2月7日(日)13:00～15:00
場所  細田地域福祉センター（新長田
図書館1階）
申し込み  要・1月6日(水)より受付
定員  40人（応募先着順）
問 新長田図書館
〒653-0835（住所不要）
☎691-1600　Ⓕ691-2181

しんながた図書館だより

総務大臣表彰

あじさい賞・地域活動賞

1.17は忘れない
アスタスティールパンコンサート

検 索アスタ新長田 スティールパン

令和３年度市・県民税の申告

●郵送申告を推奨しています
相談や疑問は郵送申告コールセンター
☎771-5493まで
受付日時 1月27日（水）～3月15日（月）
9:00～17:00（平日のみ）
●対面での申告相談
日時 2月1日（月）～3月15日（月）
8:45～12:00、13:00～17:15（平日のみ）
場所 新長田合同庁舎3階（長田区役所
では行っていません）
問 市民税課（新長田合同庁舎）　
☎647-9365　Ⓕ647-9560

▲ 須磨区、灘区の受賞者と合同撮影

日時  3月4日（木）～6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）
内容  【展示】3日間
　　 【舞台】6日（土）登録グループ発表
料金  無料　申し込み  不要
問 長田公民館　☎575-1374

ひと・まち出会いフェスティバル

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防ぐために、

①不要不急の人が多い場所への外出
②大人数での会食

　　　　　　　　　を控えましょう
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●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 4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になりました
●行政相談
問 兵庫行政評価事務所　　☎331-9096
当面中止とします。
●成年後見制度の利用手続き相談室
問 成年後見支援センター　 ☎271-5321
日時 2月26日（金）13:30～15:30
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、電話相談での対応に変更しています。
●税務相談
問 近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時  2月4日（木）13:00～16:00（要予約）　場所（公社）長田納税協会
●♯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
日時  2月16日（火）、3月2日（火）13:30～、15:00～
場所 区役所５階４番相談室　定員  2組まで（先着）

※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
※30歳の受診は2月末までです
※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 2月1日～3月15日

各種相談（無料）

■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）2月9日（火）、2月16日（火）、3月9日（火） 9:00～11:00 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
2月12日（金）、3月12日（金）

2月25日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

2月10日（水）、3月12日（金）
2月6日（土）

9:15～11:00
9:15～11:00

長田区役所６階
長田文化センター 3階

実施日 受付時間 会場

令和2年度
長田区地域づくり活動助成 活動紹介 Vol.2

区の助成事業「地域づくり活動助成」で採択されている地域団体の活動を紹介
します。地域団体・助成内容の詳細については区HPを確認ください。

検 索長田区地域づくり活動助成

子ども向けに理科実験や工作、大人向けに
陶芸教室などの活動を、神戸市立ふたば学
舎で実施しています。
夏の自由研究や新たな趣味として体験し
てはどうでしょうか？

団体名

加齢による筋力の衰えを予防するため、気
軽に毎日続けられる健康体操を区内の地
域福祉センターで、月1回実施しています。

団体名

● 健康寿命を伸ばす
　 筋力アップ体操とカフェ

長田区老人クラブ連合会

●第28回 サルビアコンサート ～ 花咲く春へ はなれていても 心は一つ ～
出演 水澤節子（ソプラノ）、加藤敬徳（薩摩琵琶）ほか
曲目「Greetings」「長崎の鐘」「彼方の光」ほか
※動画配信のみとなります。2月26日ごろに区のホームページで公開予定です

●サロンコンサート
第353回　出演 猿渡みらい（ソプラノ）
曲目 オペラ「ラ・ワリー」より、さよなら、ふるさとの家よ（Ａ・カタラーニ）ほか
第354回　出演 吉岡彩（メゾソプラノ）
曲目 オペラ「サムソンとデリラ」より、
あなたの声に私の心は花開く（サン・サーンス） ほか
※動画配信のみとなります。2月26日ごろに区の
ホームページで公開予定です

●第20回 長田ちびっこ画家たち展
区内の幼稚園・認定こども園・保育所の子どもたちの作品を展示します。
場所 区役所7階区民ギャラリー
日時 2月8日(月)～19日(金)10:00～17:00（土曜休み）
※2月11日(木・祝)、14日（日）10:00～16:00
※2月19日（金）10:00～12:00

第27回 長田文化ウィーク　2月8日（月）～19日（金）

料金 無料　申し込み 不要　
問区まちづくり課　☎579-2311（内221）　Ⓕ579-2301

配信動画、
詳細は
区ホーム
ページへ▶

NPO法人シニアしごと創造塾

● 長田で面白い体験をする

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を受け、イベ
ントなどが中止・延期になる場合があります。
区民広報紙ながたに掲載している内容は、1月13日時点の
情報です。
最新の開催状況などは、それぞれの問い合わせ先へご確認
ください。
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第10回は新湊川沿いを歩きます。距離は長めですが、平たんな道が多く
歩きやすいルートです。あたたかい服装でお散歩しませんか。

●難易度

●所要時間：約  1.5時間
●総 距 離：約 5.6km

❶ 八尾善四郎の像

❷ 尻池街園

❸ 高福寺

❹ ゴム工業勃興の碑

❺ 狛犬

❻ 馬場先鳥居
　 石碑「記憶」

❼ 長田神社

❽ 石畳の道

❾ 三六橋

　 新湊川トンネル

第一平和温泉

地下鉄海岸線 苅藻駅

いちばん寒い時期。
風邪をひかないように
気をつけてくださいね。

区まちづくり課　☎ 579-2311（内線212） FAX 579-2301

スタート

ゴール

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！

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2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2月号

　
  第一平和温泉

銭 湯
スタンプ
ラリー

10
2021.3.31まで

※応募は1人1応募のみ

大人数でのウオーキングは避け、公園など人が集まる場所では3密にならないよう、気をつけましょう！

ゴール！
しばきり  けんし

営業時間14:00～翌10:00（年中無休）
☎575-4361

龍（ラーガ）の湯と名付けられた温泉質
の湯が特徴。大きな露天風呂が楽しめ
ます。12月ごろにシャワーが新しくな
りました。

柴切 研至 さん店主

第一平和温泉

250m 5分250m 約5分

分450m 約10分

10

1919年にたてられた銅像。「この銅
像は地域のおまもり」という地元の
熱い思いにより、第二次世界大戦中
の金属類回収令を免れました。

八尾善四郎の像1

園内に足つぼコースがあ
ります。さまざまなツボ
があるとされる足の裏。
注意書きをよく読んで歩
いてみませんか。

尻池街園2

この橋の名前の由来は、
古代の条里制の「三六ノ
坪」にちなんだものです。

三六橋9

分

分

分

分

分

分

分

150m 約5分

約1.0㎞ 約15分

約1.1㎞ 約20分

約300m 約5分

約600m 約10分

約700m 約10分

約600m 約10分ふじすえ こうしょう

四季折々のお花が楽し
める美しい日本庭園が
あり、穏やかな雰囲気の
お寺です。秋には特大サ
イズの松ぼっくりが落
ちていることも。

藤末 光紹 さん住職

高福寺3

わき のぶひで

受付9:00～16:00　☎691-0333

☎611-4470

日々の生活の開運招福・厄除解除の神
様。本殿北の楠宮稲荷社では赤えいの絵
馬を奉納して祈願すると病気平癒のご
利益があるとされています。

𦚰 延秀 さん宮司

長田神社7

人口：94,119人／世帯数：49,415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3年1月1日現在）

長田区 検 索 長田区FB 検 索 長田区IG 検 索● ホームページ
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