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株式会社マルハン、
でんきのマツナガ 松永和雄、
日本ケミカルシューズ工業
組合青年部会
ありがとうございました。

善意銀行2年12月分
（順不同・敬称略）

地域で障害のある人が安心して暮らし
続けることができるように、相談機能、
日中活動の場の提供、緊急時の短期入
所受入について関係機関との調整を
コーディネートする「障害者支援セン
ター」が2月1日（月）に開設しました。
場所  長田区若松町4丁目（ピフレ新長
田２階）
問 長田区障害者支援センター
☎611-8860　Ⓕ611-8861

3月1日付で、新たに民生委員・児童委
員を委嘱しました。

問 区健康福祉課
☎579-2311（内409）Ⓕ579-2342

お知らせ
長田区障害者支援センターが
開設されました

ペン習字・手話・茶道・生花・和裁・詩吟・
マジック・健康体操など、40グループが
春からの新メンバーを募集しています。
申し込み 往復はがきか直接来館で問へ
※3月22日（月）必着
申込み多数の場合は抽選
問 長田公民館　☎575-1374

民生委員・児童委員を新たに
委嘱しました

催し

場所 鉄人広場（新長田 若松公園）
●第11回高校生鉄人化まつり
長田区内の高校生によって構成された
実行委員会が企画・運営を行うお祭りで
す。各校の部活動がステージパフォー
マンスを披露します。今年のテーマは
「New Festival 」。コロナ禍に負けない、
若いパワーあふれるパフォーマンスの
数々は必見です。
日時 3月21日（日）9:30～
●第10回鉄人ダンスフェス
プロ・アマ問わずジャンル問わずで、
小さい子どもから大人まで、華麗なダ
ンスを披露します。
日時 3月21日（日）14:00～
問 NPO法人KOBE鉄人PROJECT
☎646-3028　Ⓕ642-3444

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  3月20日(土・祝)
Ⓐ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  3月13日(土)、27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  3月17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  3月26日(金)10:30～11:30
定員  5組（先着）
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

長田公民館　登録グループ生募集

日時 4月16日(金)14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 ハンドベルコンサート
～心に響く癒しの音色～
出演 Sweet Bell
料金  参加費無料。同時手話通訳あり
定員  100人（先着）
申し込み 3月15日(月)～4月15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
問 長田公民館　☎575-1374

講演・講習
第1回リフレッシュセミナー

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。

神戸の下町エリアを発信する「シタマチコウベ」

問区まちづくり課
☎579-2311
（内線228）

第355回
サロンコンサート
3月のサロンコンサートは動画
のみのお届けです。
【出演】中嶋　みのり（フルート）、
竹田　景子（ピアノ伴奏）
【曲目】きらきら星変奏曲（モー
ツァルト）、フルートとピアノの
為のソナタ（プーランク）ほか
3月26日ごろに区のホームページ
より動画で配信します。

◀ 動画はこちらから

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 3月11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）

すくすく赤ちゃん相談会鉄人広場での催し

御蔵 北町2・3丁目
きよむら

清村 
ゆたか

豊

地区名 担  当 氏  名

対象 神戸市在住・在勤・在学の人
日時 5月11日（火）～8月5日（木）
毎週火・木曜日（休日と第3木曜日を除く）
10:00～11:45（9月2日（木）～12月9
日（木）引き続き基礎課程有）
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 4月16日（金）までに電話か
FAXかメールで問へ
定員  13人（長田区民優先のうえ抽選）
問 長田ボランティアセンター
☎574-2408　Ⓕ574-2427
　nagatavc@aqua.famille.ne.jp

手話講習会（入門課程）

神戸市営地下鉄海岸線沿線をPRするウェブサイ
ト「シタマチコウベ」から、長田区の魅力ある人
や場所をご紹介していくコーナーを始めました。
海岸線は新長田駅から海沿いの地下を走り、三宮
の花時計前まで続いています。長田区には新長田
駅、駒ヶ林駅、苅藻駅と3つの駅があり、お隣の兵
庫区にある御崎公園駅や和田岬駅、中央市場前
駅、中央区のハーバーランド駅までの沿線に広が

る下町情報を発信しているのが「シタマチコウベ」です。今回はウェブサイトに掲
載されている記事を抜粋。本編はぜひウェブサイトでご覧ください。

苅藻駅から徒歩1分の場所にアトリエを構える家具職人の幸玉次郎さん。神戸の地
場産業である洋家具作りの伝統的な技術を受け継ぎ、木の持つ個性や表情を活かし
た家具のデザインと制作をされています。
「アトリエのあるこのあたりは、昔からものづくりを生業とする職人が多く集まる
エリア。大通りに面していて、工場や商店、住宅が混在しているこの場所は僕にぴっ
たりでした。」と話す幸玉さん。アトリエは戦前からある建物で、長く使われておら
ず、改修も必要でしたが、建物の魅力と地域活動するクリエイターが多いこともあ
り、即決で入居を決めたそうです。最近、クリエイターが増えてきている長田区南
部エリアですが、幸玉さんもその一人。「職種は違え
ど、ものづくりを生業とする仲間が集まっていて、協
力しながら一つのものを生み出していくチームのよ
うな関係」がうまれていっているとのこと。これから
の活動が楽しみですね。幸玉さんの詳しいインタ
ビューはシタマチコウベに掲載されています。ぜひ、
これを機会にサイトをご覧ください。

「神戸洋家具の伝統ある技術を受け継ぎ拡げること」

シタマチコウベWEBサイト ▶

長田北町駐車場（区役所地下）
閉鎖のお知らせ
駐車場消火設備更新工事のた
め駐車場が利用できません。
【駐車場閉鎖期間】
3月11日（木）～20日（土・祝）
この期間中は、車による区役
所への来庁はご遠慮ください。
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苅藻駅改札前

大橋地下道
ウォールギャラリー内

アスタくにづか
3番館2階
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●区役所法律相談（緊急事態宣言発令期間中は中止）
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
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。
●♯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  3月16日（火）、4月6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
　　  ②40歳以上の神戸市国民健康保険加入者
　　　 （2年度の30歳健診は2月末で終了しました）
※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  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 3月1日～3月31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） 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
3月12日（金）

3月25日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

3月12日（金）
3月25日（木）

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

令和2年度　長田区地域づくり活動助成 活動紹介 Vol.3

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ホームページを確認ください。

検 索長田区地域づくり活動助成

一昨年から駒ヶ林町内の空地をコミュニ
ティ菜園として活用する活動を開始し、今
では多種多様な作物が実っています。

団体名

年に数回、自然豊かな長田北部の獅子が池
で活動しています。
子どもたちに野外で体を動かし自然に触
れることで、自然と環境を守ることの大切
さを感じてもらいたいと思っています。

団体名

● 自然の中で五感を使って
　 みんなで子育て

寺子屋くまさん

多文化共生ガーデンKOBE・
ながた友の会

● 多文化共生ガーデン

ピアノの利用可能時間
新長田駅、駒ヶ林駅、苅藻駅、
大橋地下道ウォールギャラリー内

アスタくにづか3番館2階

7:00～20:00（毎日）

11:00～17:00（土・日・祝のみ）

新長田周辺に5台のストリートピアノが設置されているのをご存知ですか？
どなたでも自由に弾けます。あなたも弾いてみませんか。

ピアノを弾く際は、マスクの着用、アルコール消毒等新型コロナウイルス感染拡
大防止対策を行ってください。
問区まちづくり課　579-2311（内線228）



人口：94,028人／世帯数：49,398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2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

神戸市広報印刷物登録 令和2年度第7号-11（広報印刷物規格A-1類）

発行

区民広報紙
- n a g a t a -3月号
2021

第11回は三国志スポットを巡ります。
三国志ファンにはたまらないコースになっています！

●難易度

●所要時間：約  1時間
●総 距 離：約 3km

❶ 三国志石像「
りゅうび

劉備」

❷ 三国志石像

「
しょかつ

諸葛 
こうめい

孔明」

❸  三国志ブロンズ像

「
りょふ

呂布」

❹ 孔明壁画

❺ 三国志ブロンズ像

「司馬懿」

❻ 三国志石像「
しゅうゆ

周瑜」

❼ 六間道三国志
なごみサロン

❽ 
ぎぶていびょう

魏武帝廟三国志

オブジェ像「
そうそう

曹操」

❾ 三国志等身大石像

「
そんけん

孫権」

　 KOBE鉄人三国志
ギャラリー

　 ブロンズ像

「
 こうめい

孔明 わん」

　 三国志石像「
かんう

関羽」

ふれあい足湯 アスタ

JR新長田駅

まだまだ寒さが続きます。
引き続き防寒のご準備を。

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

スタンプを全て集めた人は2021年３月31日までに長田区まちづくり課
広報紙担当（579-2311）までご連絡ください。応募用紙を送付します。
また、全てのスタンプを集めるのは難しかったけど、いくつかは持って
います！という人にもチャンスがあるかも！スタンプは捨てずに保管
しておいてくださいね！
※銭湯のスタンプは11カ所から10カ所になりました。ご了承ください

応募方法
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！
銭 湯
スタンプ
ラリー

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！

営業時間10:00～19:00

新型コロナウイルス感染症対策の
ため、2月15日（月）時点では営業し
ていません。営業が再開しました
ら、ぜひご利用ください。

ふれあい足湯アスタ

営業時間10:00～20:00（水曜休）

鉄人28号とアニメ三国志「
かんう

関羽」の
等身大フィギュアなど撮影スポット
として欠かせないコミュニケーショ
ンスペース。三国志登場人物になり
きれる衣装のレンタルも。

六間道三国志なごみサロン

0.6㎞ 8分0.6㎞ 約8分

分0.3㎞ 約4分

10

11

12

7

2008年北京オリンピックを記念
して、ハーバーランドに展示され
ていた大型三国志オブジェ「曹操」
を移設。4頭だての馬車に乗る勇
壮な姿は、まさに「武帝」そのもの。

8
ぎ　 ぶ　ていびょう

そうそう武帝廟
三国志オブジェ像「曹操」

新長田で活躍している
“アニマル三国志”の孔
明わんのブロンズ像。

こう めい
ブロンズ像

「孔明わん」

鉄人28号モニュメントの建設に
係わる資料展示や三国志のテー
マ展示、KOBE鉄人PROJECT
オリジナルグッズに三国志グッ
ズを豊富に取り揃えたショップ
「英傑群像」を併設しています。

10

11

KOBE鉄人
三国志ギャラリー

営業時間12:30～17:30（水曜休）
☎641-3594

し ば い

①
りゅうび
劉備

⑨
そんけん
孫権

③
りょふ
呂布

②
しょかつこうめい
諸葛孔明

かんう
関羽

⑥
しゅうゆ
周瑜

⑤
し ば い
司馬懿

12

こうめい
孔明わん11

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

0.2㎞ 約1分

0.4㎞ 約2分

0.3㎞ 約2分

0.1㎞ 約1分

0.1㎞ 約1分

0.1㎞ 約1分

0.1㎞ 約1分

0.2㎞ 約1分

0.1㎞ 約1分

0.2㎞ 約2分

0.2㎞ 約1分
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