探してみよう長田のええもん

「駄菓子屋さんのあるまち」
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路地裏から子どもたちの声が聞こえる。駒ケ林町で駄菓子屋
を営む、原澤さん夫妻に話を伺った。「昔は忙しかったんだけ
どね。近頃は子どもが減って、売り上げも減る一方。晩御飯の
おかず代ぐらいは稼げたらいいんだけどねぇ。キャベツが高く
なったからといって、子どもたちのことを考えると値上げなん
てできないね」と奥さん。たこ焼きを焼き終えたご主人も「で
も毎日のように顔を見せてくれる子や、親になってから子ども

を連れて来てくれたり…、そんなことが嬉しいのよ」と話して
くれる。取材中にも店内には「カップ麺にお湯入れてー」「あ
かん、お金足りへん」と、子
どもたちの声が飛び交う。
「小学校の運動会に顔を出し
んだ！といっぱい声を掛けて
くれてねぇ」とご夫妻はうれ
しそうな顔で語る。「うちは
他人の子どもであろうとも、あかんことやっとったら叱るん

姜さんが駄菓子を組み合わ

よ。親ではないけどね」と。

せて作った「 蛸男爵 」
（右

「体が続く限りは続けないとね」と撮り溜めた子どもたちの

下）と、それらレシピなどを
掲載した卒業作品の「駄菓

写真を見つめる原澤さん夫妻の顔は、我が子を想う様だった。

子日和」。
（「駄菓子日和」
など姜さんの活動に関して
は、インスタグラム(アカウ
ント：@dagashinokoto)を
ご確認ください。）

仕事をするかたわら通信制の芸術大学に通い、卒業作品
として一冊の本（非売品）を完成させた、長田区在住のデ
かんゆき

ザイナーの姜幸さん。その本「駄菓子日和」では、266種
類の駄菓子を分類し、それらを使ったレシピや楽しみ方を
提案した。駄菓子は、長田で育った姜さんにとって、子ど
もの頃から身近にある、心ときめくものだった。地元の駄
菓子屋さんを訪ね歩き取材、商品を集めて撮影・記録…、
仕事と両立させながらの卒業制作は多忙を極めた。『思う
原澤さん夫妻と地域の子どもたち。
「写真撮るから寄っておいでー」とご夫妻が声をかける

ように進まない。無理なんじゃないか』と思ったときに、
駄菓子屋のおばちゃんが「これでも食べて元

と、みんな笑顔で集まってくる。撮影後に駄菓子をほおばる子どもたちの顔は、幸せそのもの。

気だし」と手渡してくれたお菓子やジュー

取材協力／たこやきフレンド
取材／長田区まちづくり課 ☎579-2311（内線211）FAX 579-2301

ス。「駄菓子そのものだけじゃなく、駄菓
子屋さんのあたたかさや、楽しさについて
もいっしょに伝えたいと思いました」と

【発行／長田区まちづくり課】

姜さん。「駄菓子屋さんは、子どもた

●長田区の姿
（平成29年12月1日現在）

ちの社交性を育む空間なんです」と。

人口：96,406人 世帯数：49,158世帯 面積：
１１.3６㎢
●〒653‐8５70 長田区北町3丁目4‐3 ☎
（078）
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（078）
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●電子メール nagata@oﬃce.city.kobe.lg.jp

︻駄菓子屋 さん︼

たら、おっちゃん、おばちゃ
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●窓口時間 8：45〜17：15 第２・4木曜は19：00まで
（一部窓口）
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「駄菓子屋さんがどこにあるの
かなど、駄菓子のことは子ども
たちが一番詳しいですよ。」
（姜さん）

駄菓子屋が、今なお点在するまち、
長田。一度、お子さんやお孫さんと、
駄菓子屋散策してみませんか。

蛸男爵

2
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等が必要 Ⓗ…

長田区

11月18日
（土）
新長田一番街商店街で表
彰式を行いました。区内小学生236人から
応募があり16人が入賞しました。入賞作
品は、新長田一番街商店街の駐輪禁止の
サインキューブに掲示します。
区まちづくり課
☎579-2311
（内223）Ⓕ579-2336

検索

お 知らせ
引っ越し手続きをワンストップで対応します！
長田区役所では、
１月９日
（火）
から、市民
サービス向上のため、引っ越しに伴う複数
の手続きを１ヵ所の窓口で受け付ける総合
窓口を１階市民課に設置します。引っ越しの
届け出と同時に、国民健康保険、国民年金、
後期高齢者医療、福祉医療費助成、介護保
険や児童手当の手続きを受け付けること
で、移動する窓口の数が減り、手続き漏れの
防止が期待できます
（相談などのより丁寧
な状況把握が必要な場合は、所管課の窓口
にご案内します。）
また、
ユニバーサルデザイ
ンの椅子や、
よりプライバシーに配慮した窓
口カウンターを設置するなど、誰もが利用し
やすいレイアウトに改善します。

環境ポスター展 長田区コンクール
受賞者の決定
（10月27日）
美緑花こうべ 環境ポスター展の長田区
内小・中学校応募作品の中から、区民まち
づくり会議
（ここちええ部会）
で審査し、入
選7人、佳作9人を決定しました。
入選【小学校の部】榊原彩羽さん（真野小2）、
松原七望さん
（丸山ひばり小2）、松下恋奈さん
（真陽小4）【中学校の部】小田朱里さん（高
取台中1）、嶌田彩七さん
（高取台中2）、新愛彩
さん
（高取台中3）、宮﨑百萌さん
（長田中2）

第37回 やくも賞・婦人防災功労者賞

長田税務署からのお知らせ
申告書作成会場は、
「アスタくにづか5番館南棟2階」
です。
2月5日(月)〜15日(木)9：30〜15：00
2月16日(金)〜3月15日(木)9：00〜16：00
※土･日･祝休日は開設していません
（但し、下記日時のみ開設）

2月18日(日)、25日(日) 9：00〜16：00

※混雑状況により、早めに相談受付を終了す
る場合があります。2月15日までは譲渡所
得、贈与税の相談は行っていません

長田税務署☎691-5151

1.17やさしさをわすれないで
in ふたば2018
日時 1月14日
（日）
① 13:00〜14:00
②14:20〜16:20 ③16:30〜17:00
場所 ふたば学舎 多目的室1-1
内容 ①室崎益輝氏
（兵庫県立大学大学
院減災復興政策研究科研究科長・教授）
に
よる講演
「阪神・淡路大震災の教訓をいか
に活かすか」
②映画上映
「先祖になる」
監督 池谷 薫氏
③池谷 薫氏トークショー
定員 80人(応募多数抽選) 料金 無料
申し込み 1月10日
（水）
までに☎かⒻ、
メールで へ
ふたば学舎 ☎646‐8128 Ⓕ646-8138
kumagai@futabasyo.jp

地域防災に功績のあった団体として、二葉
地区防災福祉コミュニティと医療法人社団
1.17KOBEに灯りをinながた
十善会 野瀬病院、消防の任務遂行に功績
震災の犠牲になられた方々の鎮魂と、神戸・
のあった消防団員・消防職員として、長田消
長田の復興への想いを乗せ、ろうそくに
「灯
防団第1分団外浦忍分団長と長田消防署総
り」
をともします。ぜひ、ご参加ください。当日
務査察課池田恵消防司令補が、
「やくも賞」 のお手伝いのボランティアも募集しています！
を受賞され、防火防災意識の啓発に貢献さ
日時 1月17日
（水）
10:00〜21:00
れた長田区婦人会会員として、生田ます子 （点灯17:30〜 ※一部日中から点灯）
さん、矢部一枝さん、亀野陽子さん、嶋田定
場所 新長田駅前広場
（若松町4丁目）
美さん、西濵紀子さんの5人が「婦人防災功
内容 ろうそくへの灯り点灯、会場募金・
労者賞」
を受賞されました。また、長田区の防
竹募金の実施、炊き出し等
災活動に長年多大な功労のあった濵嵜爲司
申し込み 不要
前消防団長が「特別功労賞」
を受賞されまし
1.17KOBEに灯りをinながた実行委員会
た。受賞おめでとうございます。
☎574-2408
（長田ボランティアセンター）
Ⓕ574-2427

1.17震災資料室展

善意銀行 10月分
㈲宮前写真場、長田神社、中川衣裳店、兵庫
弥生美容室、神戸常盤女子高校、㈱mi-kitty
ミキティ介護事業所、西神戸朝鮮初級学校
（順不同・敬称略）
ありがとうございました。

催
※入選、佳作の16点は地下鉄新長田駅、長田
駅、上沢駅の各連絡通路掲示板、環境局長田事
業所外壁のまちかど掲示板に展示しています
長田事業所☎６５２-1441 Ⓕ６５２-1443

ながた

し

1.17震災関連行事
〜ともそう！
『希望の灯り』
・ながた
今年も阪神・淡路大震災で犠牲になられた
方々の鎮魂とまちの復興への願いを込め
て、1月17日に
「希望の灯り」
に関連した行
事を行います。
場

所

若松鷹取公園

（若松町10・11丁目）

ポケットパーク

（日吉町5丁目）

フレールアスタ若松北入り口

時

間

5:30〜6:00
5:00〜10:00

（若松町3丁目）

5:30〜6:00

大国公園※
（本庄町2丁目）

5:46〜6:00

※については、今回が最終開催の予定
区まちづくり課
☎579-2311
（内216）Ⓕ579-2301

日時 1月17日
（水）
9：00〜17：00
場所 区役所7階区民ギャラリー
料金 無料
申し込み 不要
人・街・ながた震災資料室
☎579-2311
（内204）Ⓕ579-2335

ピフレ★シネマサロン
映画
「この世界の片隅に」

2018年
（平成30年）1月号

遊んで学ぶ「子ども防災ワークショップ」
日時 1月13日
（土）
13:30〜16:00
場所 ふたば学舎3階講堂
料金 無料
対象 小学生〜
（親子同伴可） 定員 20人
内容 子どもの目線に立って、防災グッズ
を作ったり、ゲームをしたり、楽しむことを
通じて防災訓練になるプログラムです。
申し込み ☎かⒻで へ※1月10日
（水）必着
ふたば学舎☎646-8128Ⓕ646-8138
ふたば学舎

検索

第318回 サロンコンサート
無料

申し込み不要

日時／1月17日
（水）
12:20〜12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／みすまる保育園、長田公民館コーラ
ス教室、西代中学校同窓会コーラス部
曲目／しあわせ運べるように（臼井真）、
アメイジング・グレイスほか
区まちづくり課
☎579-2311
（内222）Ⓕ579-2301

親子で楽しめる！長田駒ヶ林漁業体験ツアー
内容 乗船し、かご漁の体験・競りの体験ほか
日時 1月27日（土）9:00〜12:30（8：30〜受付）
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前
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
対象 小学4〜6年生
定員 20組（小学生1人と保護者1人で１組、抽選）
料金 1組1,000円
（当日支払い）
申し込み 1月12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、
メールかⒻで
へ
（当落は後日お知らせ）※メールはホームペ
ージから、
ＦＡＸ用申込票は区役所で配布中
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30回ふれあい高取山

日時 1月25日(木) ①10：30〜12：40
耐寒スタンプテーリング
②13：30〜15：40※2回
（入替制）
日時 2月11日
（日・祝）
9:00〜13:00
場所 ピフレホール 定員 各回400人（先着）
（受付9:00〜9:30）
※小雨決行
料金 1,000円、特別割引800円
集合場所 新長田若松公園
（鉄人広場）
ピフレホール☎621-1120Ⓕ621-0914
料金 無料
定員 1,100人
（先着）
申し込み 不要 コース 鉄人広場〜高取
山〜長田神社境内
（全長5.5㎞）
ビ
ア
ル
コンサート
第25回 サ
※時間内にゴールした人には完歩賞を進呈します
設立25周年
※ゴールでは、ぜんざいでおもてなし
記念コンサート
※参加中の事故については、参加者の自
日時／2月17日
（土）
14：30〜
己責任となります
場所／ピフレホール 料金／無料
※中級クラスの登山です。歩きやすい服装
出演／水澤節子
（ソプラノ）
、林剛一
（バ
（寒くない服装で）
履きなれた運動靴で参
リトン）
、古川知子、竹田景子
（ピアノ）
加してください
曲目／スワニー、妖精のワルツ、彼女に
区まちづくり課
告げて、月の光、幻想曲
「さくらさくら」
、
☎579-2311(内225) Ⓕ579-2336
ラプソディー・イン・ブルーほか
定員／300人
（応募多数抽選）
申し込み／往復はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・人数(2人まで)を記入の
上、 へ ※1月26日（金）締切（消印有効）
〒653-8570 (住所不要)サルビアコン
サート事務局
（区まちづくり課内）
☎579-2311
（内222）Ⓕ579-2301

ヒューマンライツコンサート
日時 1月12日
（金）
14:00〜15:30
場所 長田公民館 本館体育室
出演 ESPERANZA
（エスペランサ）
料金 無料
申し込み 不要
長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785

講演・講習
「わがまち長田を歩こう会」
ながた発見ウォーク

■区役所での乳幼児健診

子 育てナビ
すくすく赤ちゃんセミナー

ほのぼのひろば

日時 1月26日(金)10：30〜11：30
場所 新長田図書館 多目的ルーム
対象 0〜3歳の子どもと保護者
料金 無料
申し込み 不要
新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

災害医療フォーラム
自然災害が発生したとき、医療や福祉で必
要なことをみんなで考えるフォーラムです。
区民の皆さんの参加をお待ちしています。
日時 2月10日
（土）
14：00〜16：00
場所 区役所7階大会議室
定員 130人
料金 無料
申し込み 住所・氏名・電話番号を2月5日
（月）
までに☎かⒻで へ
区健康福祉課管理係
☎579-2311
（内404）Ⓕ579-2343

チョコレートで作る卑弥呼の鏡
日時 2月12日
（月・休）
10：00〜12：00
場所 ピフレホール
定員 10組
料金 1組1,000円
申し込み
か☎で へ
ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

歴史講演会 もう一度学びたい「神戸の歴史」
日時 3月7日
（水）
14:00〜15:30
場所 ピフレホール 大ホール
講師 田辺眞人氏
（園田学園女子大学
名誉教授）
定員 300人
（先着） 料金 500円
申し込み ☎かⒻで へ※1月12日(金)9:00〜
新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

講演「笑顔で育む子どもの成長」※託児あり
対象 0歳〜就学前の子どもと保護者
日時 2月19日
（月）
10:00〜11:30
場所 区役所6階
料金 無料
定員 20組
（応募多数抽選）
申し込み 保護者氏名、住所、電話番号、
お子様の名前、性別、生年月日を☎かⒻで
へ※1月26日
（金）
締切
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

長田区保健だより
事業名

実施日

受付時間

会場

【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

次回は
平成30年
2月15日(木)

14：00〜15：00

6階

健康相談・栄養相談
（予約制）

1月10日
（水）

精神保健
福祉相談

9：20〜10：40

6階

相談員
（予約制）

随時
1月12日
（金） １3：3０〜１5：0０

2階

医

1月25日
（木）

１5：0０〜１6：3０

2月9日
（金）

5階

１3：3０〜１5：0０

師
（予約制）

※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

胃内視鏡

当年度に50歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える人※

バリウム

満40歳以上

乳がん検診

当年度に40歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える女性

子宮
（頸）
がん
検診

当年度に20歳以上の偶数
歳の誕生日を迎える女性

肺がん検診

満40歳以上

大腸がん検診 満40歳以上

検索

はじめの第一歩
（妊娠中の方対象）

1月1日〜2月10日

■区役所での健診など

胃がん検診

新長田図書館だより

おやこ・DE・プラザ（子育てセミナー）

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

日時 1月11日
（木）
13:30〜15:40頃
日時 1月18日
（木）
10：00〜
（受付9：40〜） （受付13:15〜）
場所 区役所6階
料金 無料
集合・解散 房王寺公園
（房王寺町6-1）
対象 5〜7カ月の赤ちゃんとお母さん
内容 長田区北部をウォーキングしながら
（お父さんもどうぞ）
巡ります。
（約4㎞） 料金 無料
内容 専門のスタッフによる育児セミナーで
定員 50人 申し込み ☎かⒻか で へ
す。また同じ月齢のお子さんをもつお母さん
あんしんすこやか係
のお友達作りのお手伝いもしています。
☎579-2311
（内417）Ⓕ579-2343
持ち物 母子手帳・すくすくハンドブック
※着脱しやすい靴で、
ミルク、哺乳びん、
お
子どもの安全講演会
湯、
オムツ等各自ご準備ください
日時 1月22日(月)10:00〜12:00
申し込み 前日までに☎かⒻで へ
場所 長田区役所7階 大会議室
区こども家庭支援課こども保健係
料金 無料 ※当日参加可
☎579-2311
（内458･459）
内容「教育日本一のまち
「神戸」
を目指して
Ⓕ579-2344
〜長田の教育を考えよう〜」

講師 中溝茂雄 氏
※満席時は入場をお断りする場合がありま
す。ご了承ください
区まちづくり課
☎579-2311(内214) Ⓕ579-2336
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自己負担金
2,000円

事前申し込み
指定医療機関へ直接申し込み
（詳しくは へ）

検診車で実施
（予約定員制）
兵庫県予防医学協会へ申し込み☎871-7758
（土日祝、12/29〜1/4除く）
40歳代……2,000円 Ⓕ871-8048
50歳以上…1,500円 乳がん検診は指定医療機関でも実施（詳しくは へ）
600円

1,700円
1,000円
500円

指定医療機関へ直接申し込み
（詳しくは へ）
（1）
集団健診申込時に同時申し込み
（2）
郵送方式（2月末まで）詳しくは兵庫県予防医学
協会大腸がん検診係まで ☎856-2211

※胃内視鏡検査を受診した翌年度は、胃内視鏡検査・胃部エックス線検査
（バリウム）
ともに受診不可。

【無料対象者】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
（土日祝、12/29〜1/4除く）

はじめての出産・子育て…。近くに知り合
いもいないし、小さい子どもに触れ合った
こともない…そんなプレママのみなさん、 ■神戸市健康診査(集団健診) ※予約制
（土日祝、12/29〜1/4除く）
予約 兵庫県予防医学協会 ☎871-7758 Ⓕ871-8048
助産師による相談や、地域の子育て支援
内容 身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査
情報を聞いてみませんか？ご家族での参
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
加もできます。
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 へ
日時 2月17日
（土）
11:00〜12:00
費用 1,000円
（下記の一部無料対象あり） 持ち物 健康保険証
場所 細田児童館
実施日
受付時間
会 場
対象 実施日に、妊娠6〜9カ月の方
（家族
1月18日
（木）
/2月14日
（水）
区役所６階
9：15〜11：00
同伴可）
1月22日
（月）
新長田勤労市民センター３階
9：15〜11：00
申し込み ☎かⒻか で へ
※2月6日(火)締切
【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
細田児童館 ☎・Ⓕ 612-3797
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

長田警察署からの

お知らせ

1月10日は110番の日
110番は、事件・事故をいち早く通報する
ための緊急通報電話です。
いたずらの110番通報は、緊急の事件・
事故対応に支障をきたしますので、絶対に
しないでください。
○事件や事故があった・見たときは…

110番

○要望や相談、緊急性がない問い合わせは…

♯9110

長田警察署 ☎578-0110

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
（土日祝、12/29〜1/4除く）

【各種相談】 無料
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）
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
休日急病電話相談センター ☎362-1599

行政相談

日時 1月9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 1月26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

