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探してみよう長田のええもん

「くつのまち長田 職人の技」

「人の足ってけっこう右と左で大きさが違う
んですよ。片足だけが脱げやすい、という方
は一度市内の専門店で足の大きさを調べて
みてもいいかもしれませんね」（岡城）

くつのまち長田では、長田を中心とした靴メーカーが集まり「神戸シューズブランド化委員会」を
結成。平成26年には「神戸シューズ」が地域団体商標として登録されました。神戸らしさ溢れる
履き心地のよい靴と神戸の魅力を全国に発信。今年3月には東京銀座に直営店をオープンする
などくつのまち長田でがんばる企業は着実に足跡を残しています。

取材／長田区まちづくり課　☎579-2311(内線211) FAX 579-2301

　既製の木型をベースにミリ単位で削っていく。部分的にパテを盛り
付け、また削る。何度も何度も繰り返される緻密な作業。デザインだ
けで靴は出来上がらない。一足の靴は職人が手がけるひとつの木型、
ラストと呼ばれる靴を作るための原型づくりから始まる。
　ケミカルシューズ発祥の地といわれ、くつのまちで知られる長田。
様々な職人が活躍する中にラストを作る職人「モデリスト」がいる。
デザイン画をもとに、ラストを仕上げていくモデリストに求められる
のは、イメージを形にすることと履き心地の良さ。足の大きさには、
足長、足幅、足囲といった要素がある。ラストを作るとき、わずか数
ミリの違いが履き心地を大きく変えてしまう。歩くたびに人の足は変
形する。いくら技術が進歩しても、機械では作り出せない形をモデリ
ストたちは長年の経験とカンで作り出していく。
　40年のキャリアを持つモデリスト岡城義夫さんは「その人のセンス
があれば3、4年、でも普通は地道に努力して、ひとつのラストが作れ
るようになるのに10年はかかります。本当にたいへんな世界ですよ。
作るだけでなく、月日が経って劣化していくラストのメンテナンスも
しなければいけなかった。それでもいまは楽になったかな。出来上が
ったラストをスキャンしたデータで保存もできるし、工場にもラスト
そのものではなく、データで送れる時代です」と話す。いま岡城さん
のもとには若い2人のモデリストがいる。彼らは岡城さんの仕事をそ
ばで見て、アドバイスをもらい、ときおり笑顔で会話をまじえなが
ら、岡城さんとともに工房でラストを作り続けている。
　熟練の職人の技が受け継がれ、ものづくりは進化していく。くつの
まち長田にはその土壌があることを教えてくれる。
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靴づくりの始まり。

取材協力／神戸レザークロス株式会社野原拓人さん、岡城義夫さん、五十石紀子さん
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長田の夏まつり長田の夏まつり長田の夏まつり

地域文化資源保存活動補助金の募集
地域文化資源の補修・修繕・復旧または購
入に関する経費の一部を補助します（審査
あり）。
 補助金額  補助対象経費の半分
（上限50万円）
 対象団体  区民により組織された団体ま
たは区内に活動拠点のある市民団体。
 募集期間  7月3日（月）～31日（月）
※補助対象・申請方法など、詳細は問で配
布する募集要項をご覧ください
問区まちづくり課
☎579-2311(内228)

あんしんすこやかセンターからの
お知らせ
平成29年7月1日、池田宮川あんしんすこ
やかセンターが移転します。

問市介護保険課　☎322-6329
区健康福祉課　☎579-2311（内421）

学校施設開放
学校プール開放・市民図書室を利用しよう
※天候や学校の行事などにより変更にな
る場合あり
※各学校の実施時間など詳細は問へ
問教育委員会生涯学習課 
☎322-5814 Ⓕ322-6144

親子で楽しめる！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー
 日時  7月30日（日）9:00～12:30
（8：30受付開始）
 場所  駒ヶ林浦漁業会館前（駒ヶ林町4-3-2）
 内容  模擬漁の乗船見学・競りの体験ほか 
 主催  駒ヶ林浦漁業会・長田区役所
 協力  駒ヶ林浦水産研究会
 定員  20組（1組は小学生1人と保護者1人）、
抽選で決定
 料金  1組1,000円（当日支払い）
 申し込み  7月14日（金）までに参加者全
員の氏名と年齢（保護者、小学生）・住所・
電話番号（自宅と携帯電話）を記入の上、
メールまたはⒻで問へ（当落は後日お知ら
せします）
※メールは、ホームページリンクから。ＦＡＸ
用申込票は区役所で配布中。
問区まちづくり課
☎579-2311（内228） Ⓕ579-2301
　長田区漁業体験ツアー       検索

第32回市民コンクール新長田民謡まつり
 日時   8月6日(日)10：00～17：00
 場所  ピフレホール　大ホール　
 定員  400人
 料金  無料　  申し込み  不要
問新長田勤労市民センター
☎643‐2431

長田区民夏季毎日登山会
 日時  7月21日（金）～8月31日（木）の42日間
※期間中30日以上参加した人には「粗品」
を贈呈。9月15日（金）以降に署名した茶
屋で受け取ってください（定休日は各茶屋
にご確認ください）。
 署名場所  高取山（清水・中の・安井・月見各茶屋）
 署名についての注意事項   署名簿にはっ
きりとした文字で自筆署名してください。住
所・電話番号の記入は1日目のみで結構です
※1日1回有効、代筆無効
問区まちづくり課　
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

夏休み子ども教室 ふたば夏の陣2017
夏休みの宿題・自由研究に役立つ楽しい
プログラムをたくさん用意しています。
 日時  7月22日（土）～8月31日（木）
 場所  ふたば学舎
 主催  NPO法人ふたば NPO法人シニア
しごと創造塾 
※プログラムや応募方法はホームページ参照
　ふたば学舎       検索　
 申し込み   ホームページから（応募多数の場合は抽選）
問ふたば学舎☎646-8128 Ⓕ646-8138

よーせて！ひろば(出前児童館)
親子あそび　高齢者との交流
 日時  ①７月２７日(木)　②８月７日(月)　
③８月２４日(木)各日１０：００～１１：３０　
 定員  各１５組(応募多数の場合抽選)　
 場所  ①ながたサテライト宮丘 ②特別養
護老人ホーム長田ケアホーム
③特別養護老人ホームふたば
 対象  ０歳からの乳幼児と保護者　 料金  無料
 申し込み  住所・氏名（ふりがな）・子どもの生年月
日・電話番号を記入し、はかⒻで問へ※①７月１４
日（金）②７月２７日（木）③８月１５日（火）締め切り
問〒６５３-８５７０（住所不要）区社会福祉協議会
☎５１１-４２７７ Ⓕ５７４-２４２７

スタインウェイをピフレで弾いてみよう！
スタインウェイのピアノに触れられる貴重
な機会です！奮ってご応募ください。
 日時  8月10日(木)10:00～16:00
 場所  ピフレホール　大ホール
 対象  ピアノを習っている方
 料金  500円／5分　※1申し込み6口まで
 申し込み ☎または○で①10：00～12：00
②12：00～14：00③14：00～16：00から
希望の時間帯を選んで問へ（先着順）
 受付期間  7月8日(土)～31日(月)9:00
～20:00(日曜・祝日は16:00まで)
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

わがまちコンサート　ピフレ
 日時  8月11日（金・祝）14：00～16：00
 場所  ピフレホール
 料金  前売 1,300円、当日1,500円
問ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

しんながた図書館だより　　
 場所  新長田図書館　多目的ルーム
 料金  無料　 申し込み  不要 
※アニマシオン～本であそぼう！～のみ7
月4日(火)から☎または○で問 へ(先着)
●おひざのうえのおはなし会
 日時  7月19日（水）10:30～11:00
 対象  0～3歳の子どもと保護者
 定員  20組
●ほのぼのひろば
 日時  7月28日（金）10：30～11：30
 対象  0～3歳の子どもと保護者
●アニマシオン～本であそぼう！～
 日時  7月29日(土)10：30～12：00
 対象  小学生　 定員  20人
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

夏休み子ども手話講座受講生募集
ゲームなどを通じて楽しく手話を学ぶ。
 日時  7月22日（土）14:00～16:00
 場所  ピフレホール会議室A　 料金  無料
 対象  小学生　 定員  20人　
 申し込み  住所・氏名（ふりがな）・学年・電
話番号を記入の上、はかⒻで問へ　
※7月13日（木）必着
問長田区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427

記号の見方
は…はがき　○…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○…直接　要○…別途入園料
等が必要　Ⓗ…

往

入直

  第313回 サロンコンサート  第313回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／7月19日（水）12：20～12：50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／竹田景子（ピアノ）
曲目／月の光（ドビュッシー）、バラード 
　　　第1番（ショパン）ほか
問区まちづくり課 
☎579-2311（内222） Ⓕ579-2301

7月の
長田区情報 BOX

お知らせ

催　し

講演・講習

※市バス「長田8丁目」停留所から南へ約100m

平成29年
6月30日まで

場所
電話
FA X

北町3-3（長田ケアホーム内）長田町7-2-4※

現
行

平成29年
7月1日から新

みすがふれあいの七夕祭り
日時／7月8日（土）10：00～12：00（雨天中止）
会場／みくらすいせん公園
内容／昔のあそび、かき氷、すいとんぜんざい

2017神戸・長田たなばたまつり　真野地区　七夕祭
日時／7月9日（日）10：00～15：00（小雨決行）
会場／三ツ星ベルト（株）神戸本社　特設会場
内容／ステージイベント、屋台

長田神社　夏越祭　夏越ゆかた祭
日時／7月17日（月・祝）・18日（火）
16：00～21：00（ステージイベントのみ雨天中止）
会場／長田神社境内および周辺地域
内容／ゲーム、バザー、おやつ、グルメ屋台、ステージイベントほか

細田神楽まちづくり協議会  恒例夏のそうめん流し
日時／7月17日（月・祝）9：30～12：00（小雨決行）
会場／シューズプラザ前（細田町7丁目）
内容／そうめん流し、ザリガニ釣り、阿波踊り

丸山ふれあい夏まつり
日時／7月22日（土）16：30～20：00（雨天翌日順延）
会場／大日丘公園
内容／盆踊り、模擬店

ふれあい夏まつり
日時／7月29日（土）17：00～20：00（小雨決行、雨天翌日順延）
会場／長田小学校
内容／盆踊り、スーパーボールすくい、屋台、高取台中学校吹奏楽部演奏

地域ふれあい夏の夕べ
日時／7月29日（土）18：00～20：00（小雨決行、雨天翌日順延）
会場／室内小学校
内容／夜店、ビンゴゲーム、丸山中学校吹奏楽部演奏など

アジアンデーナイト
日時／7月30日（日）11：00～15：00（小雨決行）
会場／六間道商店街3丁目
内容／子ども・高齢者・外国の仲間との交流

631-9690
631-9666

直

直

長田区       検索
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【各種相談】 無料

夏の少年非行防止　夏休み！
少年非行と犯罪からの被害防止
～少年に有害な環境の浄化～

会場受付時間実施日事業名

血液検査

精神保健
福祉相談

健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　 師（予約制）

次回は
8月17日(木)

14：00～15：00 6階

7月12日(水）

8月  9日(水）

7月14日（金）

7月27日（木） １５：００～１６：３０

１3：3０～１5：0０

９：２０～１０：４０ 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

■神戸市がん検診について　※随時受付

長田区保健だより

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。転入された方やご案内が届いていない方は
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。

成
人
保
健

【検査内容】
※HIV・B型肝炎（セット検査）の即日検査
※無料（HIV証明書が必要な場合は有料。証明書発行
　は後日になる場合があり。）定員20人

受診方法自己負担金対象者検診名

胃がん検診

乳がん検診

子宮（頸）がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診（全員有料）

実施日 受付時間 会　場
7月  7日（金）
7月20日（木）
8月  9日（水）
7月28日（金）

 
9：15～11：00
 

区役所６階

新長田勤労市民センター３階

満40歳以上

満40歳以上

満40歳以上

満50歳以上の男性に推奨

600円

1,700円

1,000円

500円

※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
○問区健康福祉課 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

【無料対象者】（前立腺がん検診は除く）①満７０歳以上の人　②市民税が非課税または均等割のみ課税の
世帯、生活保護受給者、特定中国残留邦人等支援給付受給者※②は健康福祉課あんしんすこやか係に健
康保険証等を持参し、受診券の交付後、受診
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（受付時間8：30～17：00、土日祝除く）

○各がん検診指定医療機関は各区保健福祉部あんしんすこやか係または下記問い合わせ先へ。 
　検診詳細は  神戸市がん検診　検索

■神戸市健康診査(集団健診)　※予約制
 予約  兵庫県予防医学協会 ☎871-7758 Ⓕ871-8048（土日祝除く）　
 内容  身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査　
 対象  満75歳以上等で後期高齢者医療制度加入者、当年度末に30歳、35～39歳、75歳の誕生日
を迎える人および40歳以上の生活保護受給者など※40～75歳未満の人は加入している各医療保
険者へ特定健康診査についてお問い合わせください。神戸市国民健康保険加入者は市けんしん案内
センター（☎262-1163土日祝除く）へ　費用 1,000円（下記の一部無料対象あり）持ち物健康保険証

当年度に40歳以上の偶数歳の
誕生日を迎える女性

40歳代……2,000円
50歳以上…1,500円

検診車。予約定員制。
（予約申し込み：兵庫県予防
医学協会 ☎871-7758
※土日祝除く）
乳がんは指定医療機関でも可

指定医療機関へ
直接申し込み

集団健診申込時に
同時申し込み

集団健診と同時実施集団健診とセット1,000円
（単独の場合1,500円）

当年度に20歳以上の偶数歳の
誕生日を迎える女性

【無料対象者】①後期高齢者②３０、３５歳③３６歳以上で市民税が非課税または均等割のみ課税の世
帯、生活保護受給者、特定中国残留邦人等支援給付受給者※③は健康福祉課あんしんすこやか係
に健康保険証等を持参、受診券の交付後、受診
●胸部Ｘ線<結核健診>（無料、単独受診可）満１５歳以上で受診機会のない人。COPD（慢性閉塞性
肺疾患）リスクチェック同時実施。※石綿（アスベスト）健康不安のある人は、肺がん検診・胸部Ｘ線検
診をぜひご利用ください。肝炎ウイルス検査（無料、４０歳以上、単独受診可）、骨粗しょう症検査
（1,000円、男性満４０歳以上、女性満１８歳以上）もあり
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（受付時間8：30～17：00、土日祝除く）

7月1日～8月10日

長田警察署からの
お知らせ

区役所法律相談　
 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階相談室
 定員 20人（先着・要予約）
問市総合コールセンター　☎333-3330 Ⓕ333-3314

休日急病電話相談 
 時間  休日9：00～16：40※内科・小児科など
問休日急病電話相談センター　☎362-1599

申

行政相談　
 日時  7月11日（火）13：00～15：00 
 場所  区役所３階相談室
問兵庫行政評価事務所行政相談
☎321-1100 Ⓕ333-7919

成年後見制度事前相談室　※先着順　
 日時  7月28日（金）13：30～15：30
 場所  区役所４階社会福祉協議会
問区社会福祉協議会　
☎511-4277 Ⓕ574-2427

「JKビジネス」は手軽なアルバイトではなく、
危険なアルバイトです。絶対に働いてはダメ！
一見すると問題のないアルバイト先に見える
場合でも、女子高生等が客から児童買春等の
被害に遭うなどのケースが目立っています。

●「JKビジネス」に関する各種トラブル
　＃9110（警察相談専用電話）または
　最寄りの警察署まで
●少年非行問題に関する相談窓口
　少年相談室「ヤングトーク」
　☎0120-786-109（平日9:00～17:30）

問長田警察署　☎578-0110

第4回リフレッシュセミナー
 演題  西市民病院市民公開講座共催「尿
のトラブルについて」※同時手話通訳あり
 講師  西市民病院泌尿器科 中村部長 ほか
 日時  7月7日（金）14:00～15:30
 場所  長田公民館・体育室    料金  無料
 申し込み  不要　
問長田公民館　☎575-1374

新長田勤労市民センターの講演・講習
 料金  全て有料（詳細は問へ）
○ピフレホール開催分
●韓国朝鮮家庭料理
 日時  7月22日（土）10：00～12：00
 定員  36人
●夏休み親子絵画教室
 日時  7月30日（日）10：00～12：00
 対象  小・中学生とその保護者　
 定員  15組（30人）
●夏休み親子手作りパン教室
 日時  8月11日（金・祝）10：00～12：00
 対象  小・中学生とその保護者　
 定員  15組（30人）
 申し込み   事前に☎または○で問へ（先着）
問ピフレホール☎621‐1120 Ⓕ621‐0914

○新長田勤労市民センター（染色室）開催分
●夏休み親子ローズウィンドウ教室
 日時  7月29日（土）9：30～12：00
 定員  12組（24人）
●夏休み親子工作教室
 日時  7月30日（日）Ⓐ10：00～12：00、Ⓑ
14:00～16:00　〔定員〕12組（24人）
 内容  Ⓐワンド万華鏡Ⓑエコ・ライト
 申し込み  7月10日（月）より☎または○で
問へ（先着）
問新長田勤労市民センター ☎643‐2431

親子にこにこ講座（ベビーダンス）
児童館で「親子でスキンシップ!ベビーダン
ス」を実施します。ご参加お待ちしています。
 日時  7月19日（水）10:30～12:00
 場所  真野児童館　 料金  無料
 対象 3カ月（首座り）～2歳くらいまでの子
どもと保護者　
 定員  15組（抽選）
 申し込み  1カ月前～1週間前までに
☎（681-6391）で真野児童館へ
問区こども家庭支援課子育てサポーター
☎579-2311（内457・458）Ⓕ579-2344

子育てふれあい教室
子どもの応急手当
いざというときの心肺蘇生法
 日時  8月4日（金）10:30～12:00
 場所  新長田勤労市民センター4階文化教室
 対象  幼児と保護者　 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

すくすく赤ちゃんセミナー
 日時  7月13日（木）13：30～15：40
 場所  区役所6階　 料金  無料
 対象  5～7カ月の赤ちゃんと保護者
 内容  専門のスタッフによる育児セミナー
です。同じ月齢の子どものいるお母さんの
お友達づくりのお手伝いもしています。
 持ち物  母子手帳・すくすくハンドブック
※着脱しやすい靴を着用し、ミルク、哺乳び
ん、お湯、オムツ等ご準備ください
 申し込み  前日までに☎で問へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内457・458） Ⓕ579-2344

サマー・プラザ
親子でいっしょに「砂・水・泥んこあそび」

 時間 いずれも10：00～11:30（受付9:45
～）※雨天は室内で遊びます　
※9:00の時点で神戸市に気象警報が発
令されている時は中止
 対象  0歳～就学前の子どもと保護者
 料金  無料
 持ち物  着がえ・タオル・ビニール袋・お茶・帽子
 申し込み  不要
※他にもプール開放を行っているところが
あります。詳細は問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582

子育てナビ

7月25日（火）

7月31日（月）

8月1日（火）

8月2日（水）

8月3日（木）

8月4日（金）

8月9日（水）

8月22日（火）

新生こども園
平和台町2-1-23
認定こども園たから保育園　　　　
東尻池町4-13-11
神戸エンゼル認定こども園　　　　
長楽町4-4-3
けやき保育園　　　　
大日丘町3-10-9
神楽こども園
神楽町2-2-29
みすまる保育園　　　
池田広町3
神視保育園
三番町4-8
五位の池こども園　　　
五位ノ池町2-1-9

開催日 場　所

直

直
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