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長田区

探してみよう長田のええもん

「下町、鉄板。かおりと旨み」

不出のメーカーさんのこだわりが詰ま

看板︑その店先に数十種類のソースが

ビール会社や酒造メーカーのレトロな

長田神社前商店街を歩いていると︑

に︑これからも応援していきたい﹂と

地ソースの灯が消えてしまわないよう

さんがいるのも事実︒売り手として︑

も︑後継者問題を抱えているメーカー

っていて︑とても奥が深いです︒で

並ぶ珍しい酒屋﹁ユリヤ﹂が目に留ま

ソース販売への思いを語ってくれる︒

店のご主人・中島吉隆さんに︑地ソー
スについて取材していることを伝え

年くらい前︒﹁粉もんの街

た︒店先にソースを並べるようになっ
たのは︑

﹁ばら食品株式会社﹂を訪ねた︒創業

ば︑ばらソース︒六間道商店街にある

いま長田で唯一の地ソースといえ

する声もある︒特に月１回︑少量しか

のファンを持つ同社に大量販売を希望

伝活動を行わず︑口コミで広がり多く

ースの主体は︑独自にブレンドした数

ばらソースの特徴を聞くと﹁うちのソ

程でできる沈殿部分︶を集めたのが︑

も﹁ウスターソースのたまり︵製造過

だわりがたっぷりと注がれている︒

作り手・売り手︑そして粉もん店のこ

クセになる味︒長田の地ソースには

町さんは話してくれた︒

れからも変わらない味を届けたいと瀬

き上げてきた作り方を家族で守り︑こ

ース作りは行いません﹂と︒先代が築

も︑どべソースの製造を目的としたソ

どべソース︒売れるとわかっていて
「六間道商店街で地元の方に支えられて、今な
お変わらず、ソースを製造・販売できているの
は、本当にありがたいことです」
（取締役・浦野かず江さん）

十種類の香辛料です︒香辛料が持つ酸

は昭和

販売されない﹃どべソース﹄について

ます﹂と教えてくれた︒広告などの宣

味や匂いを強く感じてもらえると思い

「ソースは、加熱や合わせる食材によって、味や
印象が変わる調味料です。この料理にはこのソ
ースでないとダメという方は多いですが、色んな
ソースを試してほしいですね」
（中島さん）

る︒ソース専門店としても知られる同

取材協力／ばら食品株式会社

年︒4代目の瀬町幸太さんに

昔のまま今の味がある

入るとのこと︒﹁地ソースには︑門外

の地ソースは好評で︑全国から注文が

い存在ですからね﹂と中島さん︒神戸

長田で︑ソースは欠かすことのできな
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日時：10月14日
（土）
11:00〜 場所：新長田南地区商店街、丸五市場ほか
主催：食のまち神戸長田推進委員会

〝おいしい長田〟応援したい

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

長 田 の 味︻
︒ 地ソ ース ︼

区民広報紙

10月号

今年も「鉄板こなもん祭」を開催するよ♪
色んな味が楽しめるお好み焼きスタジアムや屋台など、
粉もんとソースを堪能できる催しでみんなを待っているから、ぜひぜひ来てね〜♪♪

神戸・新長田 鉄板こなもん祭の開催

第13回

ながた
October

取材協力／株式会社ユリヤ

【発行／長田区まちづくり課】
●長田区の姿
（平成29年8月1日現在）人口：96,642人 世帯数：49,170世帯 面積：
１１.3６㎢ ●〒653‐8５70 長田区北町3丁目4‐3 ☎
（078）
579‐2311㈹ FAX
（078）
579‐2301
長田区FB
長田区
●電子メール nagata@oﬃce.city.kobe.lg.jp ●ホームページ 長田区
●窓口時間 8：45〜17：15 第２・4木曜は19：00まで
（一部窓口） 神戸市広報印刷物登録 平成29年度第25号-6（広報印刷物規格A-1類）
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お 知らせ
赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
期間 10月1日
（日）
〜3月31日
（土）
◆街頭募金の予定※区内各所で実施予定
10月1日
（日）
アグロガーデン神戸駒ヶ林
店11：00〜、神戸常盤大学健康フェスタ
10月4日(水）
高速長田駅前10：00〜、新長
田駅周辺15：30〜
長田区共同募金委員会 ☎511-4277

軽減税率制度説明会を開催します
日時 10月27日
（金）
15：30〜16：30
11月21日
（火）
15：30〜16：30
場所 ピフレホール 大ホール
※会場の収容人数を超えた場合には、受
付を終了する場合があります
長田税務署法人課税第1部門
☎691-5151

2017年
（平成29年）10月号
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シンナガタゴウドウチョウシャ！
？

長田区戦没者遺族慰安会
日時 11月8日
（水）
13：15〜15:00
場所 ピフレホール 料金 無料
対象 区内在住の戦没者遺族
内容 映画
「ソ満国境 15歳の夏」
申し込み 長田区遺族会に加入していない戦
没者遺族は10月20日
（金）
までに☎で へ
※区遺族会会員は申し込み不要
区健康福祉課
☎579-2311
（内405）Ⓕ579-2342

KOBEぽっぷカルチャーセッション2017
アニメ制作など体験型イベントが盛りだくさん！
日時 10月15日
（日）
11：00〜17：00
場所 ふたば学舎 入場料 無料
※詳細はチラシ等をご覧ください
神戸ぽっぷカルチャーフェスティバル
実行委員会(KOBE鉄人PROJECT内)
☎646-3028
KOBEぽっぷカルチャーセッション

ながた

検索

♪第43回おもしろ音楽博物館♪
トリオ・ブリリアント

日時 11月26日
（日）開場13:30 開演14:00
場所 ピフレホール 定員 300人
出演 田中留美子
（ソプラノ）
、村西俊之
（クラリネット）
、加藤理彩子
（ピアノ）
曲目 ♪岩上の牧人 ♪クラリネット ソナタ
第 2 番 o p . 1 2 0 - 2 ♪ バラード第 3 番
op.47 ♪オペラ
「蝶々夫人」
より
歯周病検診のお知らせ
ある晴れた日に ほか
歯周病は歯と歯を支える組織
（歯肉や骨）
料金 前売1,000円／当日1,500円
が菌に侵され、放っておくと歯がぐらつい （中学生以下無料）
て抜けてしまうことがある病気です。いつ
申し込み に住所・氏名・電話番号・参加人
までも自分の歯で健康に過ごすために、年
数
（2人まで可）
・参加者の年齢を記入し、 へ
に1度は歯科検診を受けましょう。
※11月16日
（木）
消印有効
日時 11月22日
（水）
13：15〜14：30
〒653-8570
（住所不要）
場所 区役所6階 定員 28人
（先着）
区まちづくり課
「おもしろ音楽博物館」
係
対象 35歳と41歳以上の方 料金 無料
☎090-5903-2408
内容 むし歯やかみ合わせのチェック・
「ほたる火コンサート協会」
歯周ポケットの測定・ブラッシング指導
申し込み 10月11日
（水）
9：00〜予約受付
第14回 輝け！集まれ！ながたっ子祭
市イベント案内・申込センター
日時 10月8日
（日）
11:00〜15:00
☎333-3372
※雨天時は翌日9日に開催
場所 若松公園多目的広場
結核ハイリスク者健診
対象 区内の子ども
日時 11月5日
（日）
10:00〜12:30
料金 無料
（食べ物、
ゲームコーナーは
場所 大国公園
（本庄町2丁目11）
一部有料）
内容 胸部レントゲン検査・たんの検査（必要時）
区まちづくり課活動支援担当
対象 15歳以上で受診機会のない人
☎579-2311
（内214）Ⓕ579-2301
料金 無料
（受診者には粗品進呈）
申し込み 不要 ※脱ぎ着しやすい服装。 第15回 長田神社前 おやつはべつばら
気象警報発令時
（7：00時点）
は中止
長田まつり スタンプラリー
あんしんすこやか係
参加店43店舗のうち12店舗を回るとプ
☎579-2311
（内417）Ⓕ579-2343
ラチナカードをゲット！さらにガラガラ抽選
（4店舗で1回）
もできます。
西市民病院
「糖尿病教室」
期間 10月14日
（土）
〜28日
（土）※雨天決行
日時 10月13日
（金）
14：00〜15：30
最終日は17：00まで 場所 長田神社前地域
場所 西市民病院 北館3階講義室
※詳細はポスター・チラシをご覧ください
申し込み ☎かⒻで へ
長田神社前商店街振興組合
西市民病院 ☎576-5251 Ⓕ576-5358
☎691-2914 Ⓕ691-2005

二葉町５丁目に平成31年度完成予定の新長田合同庁舎の
建設が11月から始まります

◆公営住宅に関する部署などの県市事務所が移転
ここが
変わる！

職員約1,000人と来庁者により、まちのにぎわいが創出されます！

◆県市税務部門の集約、サービス向上と業務効率化が期待されます！
◆県民・市民が活動・交流できる場が新たに誕生します！

次号以降、新長田合同庁舎に関する情報をさまざまな角度からお届けする予定です
（不定期）

第7回リフレッシュセミナー
日時 10月20日
（金）
14:00〜15:30
場所 長田公民館本館 体育室
演題 生涯健康宣言！楽しく動いて元気アップ
料金 無料 ※同時手話通訳あり
申し込み 不要
長田公民館 ☎575-1374

第315回 サロンコンサート
無料

申し込み不要

日時／10月25日
（水）
12：20〜12：50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／声楽アンサンブル カメラータ神戸
曲目／アヴェヴェルムコルプス
（モーツ
ァルト）
、落葉松
（小林秀雄）
ほか
区まちづくり課
☎579-2311
（内222）Ⓕ579-2301

講演・講習
求む！オヤジの底ヂカラ！
仲間を見つけて地域で活かそう
日時 10月25日
（水）
13：30〜15：30
11月10日
（金）
13：30〜15:30
11月14日
（火）
13：30〜15：30
場所 区役所501会議室他
対象 区内在住・在勤でボランティアに関心のある男性
定員 20名
（先着） 料金 無料
申し込み ☎かⒻかメールで10月19日
（木）
までに へ
区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427
nagatavc@aqua.famille.ne.jp

三国志祭り 絵解き三国志演義

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
●耳で聞く 英語de読書会
日時 10月21日(土) 10：30〜12：00
対象 成人 定員 13人
（先着）
料金 無料
申し込み ☎か で へ(受付状況は へ)
●大人のためのおはなし会
日時 10月26日(木)11：00〜12：00
対象 成人 定員 20人 料金 無料
申し込み 不要
新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

日時 10月29日
（日）
13：30〜14：30
場所 ピフレホール 料金 無料
申し込み 不要（先着70人）
ピフレホール☎621-1120 Ⓕ621-0914

博物館共催 「神戸のカミと仏」
日時 11月11日
（土）
10：00〜11：30
場所 神戸市立新長田勤労市民センター
３階講習室１ 料金 無料
申し込み 10月10日(火)から先着順
新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

第3回 長田区エンジョイランニング大会
出場者募集！ 日時：11月26日（日）9：00〜13：00
無料

①子どもかけっこ教室

雨天中止

②親子ペアランニング大会
（距離1.2km）
③ランニング大会
（距離1.2km）

④運動遊び体験コーナー
（参加自由）

場所 西代蓮池公園グラウンド、
ランニングコース
対象 区内に在住・在勤・在学の人
（子どもかけっこ教室のみ、参加は区内に在住、在学の人に限る）
定員 ①60人
（小学1・2年生と小学3・4年生各30人）
②40組
（20歳以上の保護者と小学1・2年生のぺア各20組）
③40人
（小学3・4年生各20人） ※応募多数の場合抽選

申し込み 区役所3階5番窓口で配布、
または区ホームページに掲載の申し込み用紙
に必要事項を記入し、 に貼り付け郵送で11月8日
（水）
までに へ
〒653-8570
（住所不要）
区まちづくり課☎579-2311
（内225）Ⓕ579-2336
長田区 ランニング大会

検索
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子 育てナビ

親子にこにこ講座
（ベビーダンス）
親子でスキンシップ！ご参加お待ちしています。
日 時

児童館すこやかクラブ会員募集

※定員等詳細は児童館に直接問い合わせ

こども青少年課 ☎322-5210 Ⓕ322-6043

平成30年4月からの保育所・認定こど
も園など保育利用希望者募集
入所・入園を希望する保護者は、 で配布
の申請書を下記窓口へ提出してください
※郵便・Ⓕ不可
申込期間
① 1次申込10月16日
（月）〜 11月30日
（木）② 2次申込12月1日
（金）〜 平成30
年2月15日
（木）
（1次申込の選考後の空き
状況に応じて追加選考を行います）
対象 保護者が就労や病気などで保育を
必要とする乳幼児
※10月12日
（木）
から、
マイナポータルで申
請書の事前提出を受付。ただし、面談およ
び添付書類提出のため、後日必ず申込期間
内に区役所への来所が必要。東灘区・灘区
の施設を第1希望とする場合は、来所日の
予約が可能
※定員を超える場合は入所・入園できない
場合があります
※子ども・子育て支援新制度の実施によ
り、保育利用については、
「 保育認定」
の手
続きが必要です。保育所入所など保育利用
の申請と併せて手続きをしていただきます
区こども家庭支援課こども福祉係
☎579-2311
（内422）Ⓕ579-2344

あそぼう赤ちゃん

赤ちゃん体操、おもちゃ作り、子育て相談
〔真陽・ふたば地域〕
日時 10月30日
（月）
、11月6日
（月）
、
13日
（月）
10：30〜11：30
場所 ふたば保育所
申し込み 10月3日（火）以降☎かⒻか で へ
ふたば保育所
☎621-8561 Ⓕ611-4530
〔長田地域〕
日時 10月27日
（金）
、11月10日
（金）
、24
日
（金）
13：30〜14：30
場所 菅原保育所
申し込み 10月3日（火）以降☎かⒻか で へ
菅原保育所 ☎576-0234 Ⓕ576-0320

電

話

10月4日(水)

片山児童館

631-8366

11月1日(水)

長田児童館

576-9732

時間 10:30〜12:00
（受付10:00〜）
対象 3カ月
（首座り）
〜2歳くらいの子ど
もと保護者
定員 15組
（抽選）
申し込み 各児童館受付(受付は実施1カ月前〜)
区こども家庭支援課子育てサポーター
☎579-2311
（内457･458）
Ⓕ579-2344

地域子育て応援プラザ長田

●すくすくクッキング
（親子でクッキング）
調理実習※子どもは別室で保育
日時 11月2日
（木）
9:40〜12:00
場所 ふたば保育所 料金 500円
対象 1歳6カ月〜3歳の子どもと保護者
定員 10組（抽選） 申し込み ☎かⒻで へ
※10月12日
（木）
必着
●おやこ・DE・プラザ（食育セミナーと給食体験）
日時 11月14日
（火）
10:00〜11:50
場所 房王寺保育所 料金 250円
対象 1歳6カ月〜就学前の子どもと保護者
定員 8組
（抽選）
申し込み ☎かⒻで へ※10月20日
（金）必着
地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582
神戸市カンガルーブログ

検索

すくすく親子のつどい

体操、手遊び、
ふれあいあそび、
おもちゃ作
り、子育て相談など
日時 11月13日
（月）
、20日
（月）
、27日
（月）
10：30〜11：30
場所 本庄保育所
対象 真陽、ふたば地域の1〜5歳児と親子
申し込み ☎かⒻか で10月3日（火）以降 へ
本庄保育所☎731-5803 Ⓕ731-5803

子育てふれあい教室

ドキドキ・ワクワク・ハロウィン！ヘンシーン！
！
日時 10月13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
区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

長田警察署からの

お知らせ

振り込め詐欺に要注意！
！
〜不審な電話に気を付けて〜
○
「風邪をひいた」
「電話番号が変わった」
と
話す相手には要注意です。
○「名前・名義だけ貸してください」
との依
頼は必ず断りましょう。
○「医療費、保険料が返ってきます」
は必ず
一度切って区役所等に確認してください。
○不審な電話は、一人で悩まずに家族や知
人、警察に相談しましょう。

長田警察署 ☎578-0110
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■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。

長田区保健だより

10月1日〜11月10日

■区役所での健診など

事業名

成人保健

グループで楽しく遊び、親と子のふれあい
や交流を深める場。会員を対象に、保護者
もリフレッシュできる児童館キッズクラブ
も実施予定。
受付期間 10月6日
（金）
〜12日
（木）
実施期間 11月2日
（木）
〜平成30年3月
8日
（木）
※週1回木曜午前中
（祝休日、小
学校の冬休みを除く）
募集組数 1クラス20組程度
応募資格 10月1日現在2〜4歳児とその
保護者
年会費 親子1組
（2人）
年額1,500円
実施児童館 細田児童館
（☎612-3797）
申し込み 児童館で配布する申込書に記入
の上、申し込んでください

開催場所

ながた

【検査内容】
※HIV・B型肝炎
（セット検査）
の即日検査
血液検査 ※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

受付時間

会場

10月12日(木)

14：00〜15：00

6階

9：20〜10：40

6階

10月11日
（水）

健康相談・栄養相談
（予約制）

精神保健
福祉相談

実施日

10月25日
（水）

相談員
（予約制）

11月 8日
（水）
随時

医

10月26日
（木） １5：0０〜１6：3０

10月13日
（金） １3：3０〜１5：0０

師
（予約制）

2階
5階

11月10日
（金） １3：3０〜１5：0０

※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
申
○
あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342

■神戸市がん検診について

※随時受付

○各がん検診指定医療機関は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
検診名

対象者

自己負担金

受診方法

胃がん検診

満40歳以上

乳がん検診

当年度に40歳以上の偶数歳の 40歳代……2,000円
誕生日を迎える女性
50歳以上…1,500円

子宮
（頸）
がん検診

当年度に20歳以上の偶数歳の
1,700円
誕生日を迎える女性

肺がん検診

満40歳以上

1,000円

大腸がん検診

満40歳以上

500円

600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

集団健診とセット1,000円
前立腺がん検診
（全員有料） 満50歳以上の男性に推奨 （単独の場合1,500円）

集団健診と同時実施

【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はあんしんすこやか係に健康保険証等
を持参し、無料受診券の交付後、受診
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）

■神戸市健康診査(集団健診)

※予約制

（受付時間8：30〜17：00、土日祝除く）
予約 兵庫県予防医学協会 ☎871-7758 Ⓕ871-8048
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
実施日

受付時間

会

場

10月17日
（火）
、11月2日
（木）

9：15〜11：00

区役所６階

10月4日
（水）
、10月28日
（土）

9：15〜11：00

新長田勤労市民センター３階

【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はあんしんすこやか係に健康保険
証等を持参、無料受診券の交付後、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
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）

【各種相談】 無料
税務相談

場所（公社）
長田納税協会
日時 毎月第1木曜13：00〜16：00（事前予約要）
申
●近畿税理士会
長田支部 ☎747-0588

区役所法律相談 ※１人20分程度

日時 毎週木曜12：00〜16：00
（祝休日除く）
場所 区役所3階 定員 20人
（先着・要予約）
市総合コールセンター ☎333-3330 Ⓕ333-3314

救急安心センターこうべ 24時間365日対応

医療機関案内・看護師による救急医療電話相談
☎♯7119もしくは331-7119（10月２日から）

行政相談

日時 10月10日
（火）
13：00〜15：00
場所 区役所３階相談室
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 10月27日
（金）
13：30〜15：30
場所 区役所４階社会福祉協議会
区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427

