
なぁタンぬりえ 9月

お知らせ

9月1日付で、新しく民生委員・児童委員
を委嘱しました。

問 区健康福祉課
☎579-2311（内線409）
Ⓕ579-2342

民生委員・児童委員を
新しく委嘱しました。

催し

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  9月5日(土)、19日(土)
Ⓐ14:00～14:30　Ⓑ14:30～15:00
定員  8人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  9月12日(土)、26日（土）
14:00～14:30
定員  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  9月16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  9月25日(金)10:30～11:30
定員  5組（先着）
問 新長田図書館
☎691-1600　Ⓕ691-2181

しんながた図書館だより

母里賢雄
ありがとうございました。

善意銀行2年6月分
（順不同・敬称略）

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、それぞれの問い合わせ先
に確認してください。

対象  血糖値が高い人やそのご家族など
日時 9月11日（金）14:00～15:00
場所 西市民病院北館３階　講義室
料金  無料
定員  50人（先着）
問 西市民病院
☎576-5251　Ⓕ576-5358
適切な感染症対策を講じたうえでの開
催を予定しています。

子育て

離乳食や歯の相談（電話または来所）
対象  9カ月までの赤ちゃんがいる保護者
日時 9月10日（木）13:15～15:40
場所 区役所6階（来所の場合）
料金  無料
申し込み 4カ月児健診時に配布した申
込書か電話で問へ（予約制）
問 区こども家庭支援課
☎579-2311（内線459）

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回シリーズの講座です。
対象  初回日に生後4～6カ月の乳児と
保護者　※感染防止のため保育中止
日時 10月7日、14日、21日、28日（水）
10:00～12:00 ／全4回
場所 細田児童館
料金  無料
申し込み 9月23日(水)までに電話かⒻ
か直接来館で問へ
定員  7組（抽選）
問 細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

すくすく赤ちゃん相談会

赤ちゃんとのふれあい講座

講演・講習

日時 9月18日（金）14:00～15:00
場所 長田公民館本館　体育室
演題 木の音色を楽しもう
マリンバコンサート
講師  神戸マリンバソサエティ
料金  無料
申し込み 8月3日（月）～9月17日（木）
までに直接来館か電話で、名前・住所・
電話番号を問へ
※本人のみ
※事前申し込みなしでの当日参加不可
定員  100人（先着）
※同時手話通訳あり
問 長田公民館
☎575-1374

●パパプログラム
パパと一緒に運動遊び！
対象  2歳～就学前の子どもと保護者
日時 10月17日（土）10:00～11:30
場所 みなとがわホール（兵庫区役所2階）
料金  無料
申し込み 9月18日（金）までに電話か
Ⓕかメールで問へ 
定員  5組（抽選）
●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20日（火）
場所 神戸市立西野幼稚園
（重池町1-10-8）
料金  無料
申し込み 10月6日（火）までに電話か
Ⓕかメールで問へ 
定員  10組（先着）
問 地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581　Ⓕ579-6582
　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

地域子育て応援プラザの催し

糖尿病教室

第5回リフレッシュセミナー
対象  幼児（おおむね1～3歳）とその
保護者
日時 9月11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

親子の学び教室
～食育Q&A エプロンシアター～

地区名 担　当 氏　名

池田北部

長田中部

長楽南部

四番町1丁目

海運町4丁目
本庄町4丁目
長楽町4丁目
浪松町4丁目

池田広町
池田寺町

みむら あけみ
三村 明美

かわはら ともこ
河原 奉子

よしむら ともこ
𠮷村 知子
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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　※申し込み不要、先着順
日時  9月8日（火）13:00～15:00　場所  区役所3階 4番窓口
●成年後見制度事前相談室
コロナウイルスの影響により、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　日時 毎月第4金曜日13:30～15:30
●税務相談
問 近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時  9月3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  9月15日（火）、10月6日（火）13:30～、15:00～
場所 長田区役所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
※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
9月1日～ 10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）9月8日（火）、10月13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
9月11日（金）、10月9日（金）

9月24日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

9月2日（水）、9月30日（水）
9月15日（火）

9:15～11:00
9:15～11:00

長田区役所６階
長田区文化センター 3階

実施日 受付時間 会場

サロンコンサート

  動画配信のお知らせ
毎月長田区役所7階区民ギャラリーで開催していますサロンコンサー
トは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しています。再開す
る際は、広報紙および区のホームページ等にてお知らせします。
9月以降のコンサートは、当分の間ホームページより動画配信にてお届
けします。9月は、三柳香織さん、武市直子さんによるサックス＆ピア
ノデュオで、曲目はビゼー：「アルルの女」より間奏曲・ポール・デズ
モンド：テイク ファイブなどを演奏する予定です。
9月25日ごろに区ホームページより動画配信いたします。
ご期待ください。
なお、過去のコンサートの様子の一部をアップしましたのでこちらも
ぜひご視聴ください。

室内金管バンド室内金管バンド
　7月16日（木）室内小学校屋上で、金管バンドによる演奏会が開催されました！
　コロナの影響で地域に出られない今こそ、自分たちの演奏で長田の町を元気
にしたい、地域のみなさんにエールを送りたい、という思いが強まり、開催する
運びになりました。
　まだまだ地域の行事で演奏することは難しいですが、室内金管バンドは懸命
に練習を続けています。これからも室内金管バンドの応援をお願いします！

の屋上演奏会

問区まちづくり課　☎579-2311（内線228）

https://www.city.kobe.lg.jp/h53961/kuyakusho/
nagataku/jyouhou/machiinfo/index.html

◀ 動画はこちらから
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　板宿駅からJR鷹取駅近辺を歩いてみましょう。100年ほど前、西の神戸に産業化の波が、押し
寄せ、これらの西部住民は、「市民」として冷静にまちづくりをやってきたことがわかります。神戸
マラソンのコースになっているJR新長田・鷹取
間の「高架」も、「兵庫運河」を掘削した土砂を有
効活用したと聞いています。いま、大国公園と呼
ばれる「双子池」も農業がなくなったため、埋め
立てました。この時も土地の神さまに心から
「地」のめぐみに感謝した記録があります。
　コースの「水笠通公園」、「鷹取商店街」なども
大震災の被害を克服して、住民主体で復興をな
しとげた土地柄と「心」のおだやかさが残りま
す。歩きながら感じ取ってください。

『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！

第5回は須磨区の板宿駅から西代を巡って鷹取を目指して歩きます。駅前や
商店街には、初めて見るお店やスポットがあるかもしれません。
寄り道や回り道をしながら散歩してみてください。

●難易度

●所要時間：約 1.5時間
●総 距 離：約 4.0km

❶ 西代の楠

❷ 椎名鱗三文学碑

❸ 水笠遺跡

❹ 選手の靴型ロード

❺ 靴のモニュメント

❻ 寅地蔵

 休憩  若松公園

❼ あわせの地蔵

❽ 大国公園

本庄湯

市営地下鉄板宿駅

平坦な道でも、
しっかりと休息を！

長田区まちづくり課　☎ 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9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9月号

　

　
　 本庄湯

銭 湯
スタンプ
ラリー

05
2020.10.31まで

約10分

約20分

約30分

約30分

※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！
すみ  まさはる

営業時間15:00～22:00（木曜定休）
☎078-735-4888

昔ながらのレトロな内装とタイル
画が魅力の、サウナが神戸で初め
てできた銭湯です。あの少年Ｈも
通っていたとか。番台からは脱衣
所が見えない工夫もあり、店主の
温かな心配りが感じられます。

角  正春 さん

2 椎名鱗三文学碑
椎名鱗三は姫路市出身の小
説家です。山陽電車の車掌
を務めたことがあったた
め、本社前に記念碑が建て
られています。

7 あわせの地蔵
日吉町ポケットパークのお堂に
ある、お地蔵さんです。阪神・
淡路大震災の鎮魂と復興を願っ
て建立されました。日吉町ポ
ケットパークは防災公園とし
て、地域に親しまれています。

1 西代の楠
楠稲荷のご神木です。
昭和49年から市民の木
に登録されています。

6 寅地蔵
JR新長田駅の中にある木彫りの
壁掛け地蔵です。阪神・淡路大震
災直後の長田を元気づけるため
に、映画「男はつらいよ」シリー
ズの撮影が行われたことを記念
し、地元の「寅さんを迎える会」
によって作成されました。

店主

本庄湯

人口：94,473人／世帯数：49,506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8月1日現在）
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