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区民広報紙

ながた

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎
（078）
579‐2311
（内線211） FAX
（078）
579‐2301
●長田区の姿
（平成30年6月1日現在）人口：96,097人 世帯数：49,395世帯 面積：
１１.3６㎢
●〒653‐8５70 長田区北町3-4‐3 ●Eメール nagata@oﬃce.city.kobe.lg.jp
●ホームページ

長田区FB
長田区

長田区

●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）
※6月28日
（木）
は19：00まで

神 戸 市 広 報 印 刷 物 登 録 平 成 3 0 年 度 第 7 号 - 3（ 広 報 印 刷 物 規 格 A - 1 類 ）
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「獅子ヶ池」

【丸山北部界隈】
〜獅子ヶ池〜

現在
豊かな自然に囲まれた
区民の憩いの場

長田といえば︑下町人情あふれる商店街や高取

年

20

山︑港などいろいろな魅力的な場所がありますが︑

﹁獅子ヶ池﹂もおすすめスポットの一つです︒

年に地元

18

ほど前には多くの産業廃棄物が不法投棄され︑美し

い景観が損なわれていた獅子ヶ池︒平成

住民によって結成された﹁獅子ヶ池を美しくする

30

会﹂が中心となって︑雲雀丘中学校や神戸市と協力

※獅子ヶ池には駐車場がありません。
公共交通機関をご利用ください

しながら︑清掃活動や歩道の整備などを実施︒多大

産業廃棄物が不法投棄されていた頃の獅子ヶ池

な努力の末︑美しい獅子ヶ池に生まれ変わりまし

アクセス
市営バス17系統「ひよどり台南町２」
バス停より徒歩５分

た︒現在も積極的な整備活動を行っており︑平成

獅子ヶ池

年2月にはトイレが設置され︑より一層憩いの場と

至長田

して利用できるようになっています︒

ひよどり入口

４月には﹁ししが池まつり﹂が開催されるほか︑

階段を
下りる

春は桜やツツジ︑秋は紅葉を見ることができます︒

不法投棄を見かけたら
環境局クリーン110番（☎331-9110）
または警察署に通報を！

また︑これからの暑い季節は木陰でのんびり涼むの

不法投棄は犯罪です

神戸市
北消防署
ひよどり出張所
●

ひよどり台
南町2バス停

もおすすめです︒運が良ければ︑野鳥にも出合える

●カインズ神戸

かもしれません︒長田の癒しスポット﹁獅子ヶ池﹂

至山麓バイパス

に︑一度足を運んでみませんか︒

る

る「港の見え

望め
ば大阪湾まで
天気が良けれ
。
す
りま
展望台」もあ

な が た を 歩 こう

長田区情報 BOX
記号の見方

往
…はがき ○…往復はがき
☎…電話
直
Ⓕ…FAX ○…直接持参
…Eメール

お知らせ
地域文化資源保存活動補助金の
募集
第13回 神戸長田文化賞 候補者募集

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 補助対象経費の総額の1/2
(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2日(月)〜31日(火)
※対象活動・申請方法など、詳細は で配布
する募集要項をご覧ください
区まちづくり課 ☎579-2311(内線228)

善意銀行
ながたのキレイなところカレンダー写真大
(順不同・敬称略)
30年4月分
募集

ありがとうございました。
㈱マルハン、㈱mi-kitty、ミキティ介護事業
所、三ツ星ベルトふれあい協議会、
中内好美

催し
長田区民夏季毎日登山会

長田区民夏季毎日登山会
期間 7月21日(土)〜8月31日(金)の42日間
※期間中に30日以上参加した人には
「粗品」
を贈呈。9月15日(土)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 同一の茶屋の署名
簿に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
区まちづくり課
☎579-2311(内線225) Ⓕ579-2336

第4回 親子で楽しめる
！
親第子で楽しめる
！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー
長田駒ヶ林漁業体験ツアー
日時 7月28日(土)9:00〜12:30
(8：30受付開始)
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前(駒ヶ林町4-3-2)
内容 タッチプール・競りの体験など
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1〜6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 7月11日(水)までに参加者全員
（保
護者・小学生）
の氏名と年齢・住所・電話番号
(自宅と携帯電話)を記入し、EメールかⒻで
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
申込票は区役所他で配布中
区まちづくり課
☎579-2311(内線228）Ⓕ579-2301
第4回長田区漁業体験ツアー

広告

検索

しんながた図書館だより

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
●おはなし会
日時 7月7日(土)、21日(土)
Ⓐ14：00〜14：30、Ⓑ14：30〜15：00
対象 Ⓐ4歳〜、Ⓑ小学生〜 定員 20人
●えほんの会
日時 7月14日(土)、28日(土)14:00〜14:30
対象 4歳〜小学生 定員 20人
●おひざのうえのおはなし会
日時 7月18日(水)10:30〜11:00
内容 絵本の読み聞かせと紹介
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27日(金)10:30〜11:30
内容 絵本の紹介、親子のふれあい遊び、
ワン
ポイントセミナーなど
対象 0〜3歳の子どもと保護者
新長田図書館 〒653-0835(住所不要)
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

ヴィッセル神戸 区民応援デー

ヴィッセル神戸 区民応援デー
日時 7月28日(土)19:00〜（VS 柏レイソル）
場所 ノエビアスタジアム神戸
料金 無料 定員 1,000人
（抽選）
申し込み 7月13日(金)必着。 に7/28長田
区応援デー、人数(５人まで)、全員の氏名・年
齢と代表者の郵便番号・住所・電話番号を記
入し、
〒650-0024 神戸市中央区海岸通
1-2-31神戸フコク生命ビル4階
「ヴィッセル
長田区民応援デー」
係へ
市イベント案内申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

第33回
「新長田民謡まつり」

第33回
「新長田民謡まつり」
少年少女を含む民謡愛好家の皆様が、
「市長賞」を目
指し、自慢の喉を披露します。ゲストには昨年度優勝
者と神戸相僕甚句会の皆様。是非お越しください。
日時 8月5日(日)10:00〜17:30
場所 ピフレ大ホール 定員 400人
料金 無料 申し込み 不要
新長田勤労市民センター
☎643‐2431 Ⓕ643‐4350

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7日(火)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
定員 30人程度(先着)
料金 500円/5分
（①10:00〜
申し込み ☎か で希望の時間帯
12:00②12:00〜14:00③14:00〜16:00）
を選んで へ ※1申し込み6口まで
受付期間 7月9日(月)〜31日(火)9:00〜20:00
(日曜・祝日は16:00まで)
ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914
わがまちコンサート ピフレ

わがまちコンサート ピフレ
日時 8月10日(金)14:00〜16:00
場所 ピフレホール 定員 400人
料金 前売 1,300円/当日1,500円
申し込み 不要
ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

講演・講習
第4回リフレッシュセミナー
第4回リフレッシュセミナー
神戸市立博物館
「長田の歴史」
神戸市立博物館
「長田の歴史」
日時 7月6日(金)14:00〜15:30
場所 長田公民館 体育室 ※手話通訳有
料金 無料 申し込み 不要
長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785
ＫＯ
ＢＥ健康くらぶ
Ｋ
ＯＢＥ健康くらぶ
土曜健康科学セミナー
土曜健康科学セミナー
日時 7月14日(土)13:30〜15:00
場所 健康ライフプラザ ※事前予約不要
演題 人生を楽しむコツー呼吸器内科医からの提言ー
料金 500円 定員 120人(先着)
健康ライフプラザ(兵庫区駅南通5-1-2)
☎652-5202 Ⓕ652-5211
ピフレホールの講演・講習

新長田勤労市民センターの講演・講習
申し込み ☎か で へ
●仏の姿を観る、感じるー神戸御仏巡覧ー
日時 7月14日(土)10:00〜11:30
定員 70人 料金 無料
受け付け 6月11日(月)〜
●韓国朝鮮家庭料理
日時 7月28日(土)10:00〜12:00
定員 36人 料金 2,500円
受け付け 7月2日(月)〜
●夏休み親子絵画教室
日時 7月29日(日)10:00〜12:00
対象 小中学生と保護者
定員 16組32人(先着） 料金 1,200円
受け付け 7月2日(月)〜
●夏休み親子手作りパン教室
日時 8月11日(土・祝)10:00〜12:00
対象 小中学生と保護者
定員 18組36人
（先着） 料金 2,200円
受け付け 7月16日(月)〜
ピフレホール ☎621‐1120 Ⓕ621‐0914

子育て
すくすく赤ちゃんセミナー

すくすく赤ちゃんセミナー
日時 7月12日(木)13:30〜15:40頃
(受付13:15〜)
場所 区役所6階
料金 無料
対象 5〜7カ月の赤ちゃんとお母さん(お父さ
んもどうぞ！)
内容 専門のスタッフによる育児セミナーで
す。また同じ月齢のお子さんをもつお母さん
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
※着脱しやすい靴で、ミルク、哺乳びん、お
湯、
オムツなど各自ご準備ください
申し込み 前日までに☎で へ
区こども家庭支援課
〒653-8570(住所不要)
☎579-2311(内線457・458) Ⓕ579-2344

子育てふれあい教室

子育てふれあい教室
あわてないで！
！いざというときの心肺蘇生法
日時 8月3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
料金 無料 申し込み 不要
長田区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417
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なつまつり、夕涼み会、その他
場所

日程

池田児童館：手形アート

7/6

：カレンダー作り

7/13

西野幼稚園

7/13

志里池児童館

7/21

片山児童館

7/25

名倉みふね幼稚園

7/27

新生こども園

7/28

みすまる保育所

7/28

長田児童館

8/3

明泉寺保育所

8/22

神戸エンゼル認定こども園

8/23

五位の池こども園

8/29

駒栄児童館

8/30

※詳細については、開催施設または へ
地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
ながたカンガルーブログ

検索

プール開放

夏ひろば
●幼稚園、保育所等 対象 乳幼児と保護者
場所

日程

名倉みふね幼稚園

7/6

あけぼの幼稚園

7/11

長田東保育所

7/11〜8/8（期間内の水、木曜)

駒栄保育所

7/12〜8/9（期間内の平日)

菅原保育所

7/13,20,24,31

長田保育所

7/17,23,24,30,31 8/6,7

本庄保育所

7/17,24,31

房王寺保育所

7/18,26 8/3

しりいけ保育所

7/19,26 8/2

神戸エンゼル認定こども園 7/23
志里池児童館

7/23,24

明泉寺保育所

7/23〜27

西野幼稚園

7/23〜27

名倉幼稚園

7/25 8/8,22

高取台幼稚園

7/26 ８/２,９,23,30

ふたば保育所

7/31 8/1

※詳細については、開催施設または へ
地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
ながたカンガルーブログ

検索

●小学校 対象 子どもと保護者
小学校においてもプールを開放予定。皆さんの身
近にある学校プール開放を是非ご利用ください。
※天候や学校行事等により変更になる場合あり
※詳細な実施期間や日時などについては へ
教育委員会地域連携推進課
☎322-5814 Ⓕ322-6144
夏休み自由研究
！ ！子ども手話講座
夏休み自由研究
子ども手話講座参加者募集
ゲームなどを通じて楽しく手話を学習。自由研
究に使える
「ふりかえりシート」
を配布します。
日時 7月28日(土)14:00〜16:00
場所 ピフレホール 会議室A
対象 小学生 定員 20人 料金 無料
申し込み 7月19日(木)必着。住所・氏名(ふり
がな)・学年・電話番号を記入し、 かⒻで へ
〒653-8570長田区社会福祉協議会(住所
不要) ☎511-4277 Ⓕ574-2427

な が た を 歩 こう
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市民図書室のご案内

市民図書室のご案内
皆さんの身近にある市民図書室を是非ご利
用ください。
学校名

●大正筋商店街「大縁日」
日時／7月28日(土)

長田の

市民図書室開室曜日

丸山ひばり小

火、金、土

長田小

火、木、土

御蔵小

火、木、土、
日
（第1週）

まつり

内容／スーパーボールすくい、射的、
屋台など色々なお店が出店

長田南小

火、木、土、
日

●御菅の七夕まつり

●丸山ふれあい夏まつり

駒ヶ林小

火、木、土、
日
（隔週）

雲雀丘中

火、木、土

日時／7月7日(土)

日時／7月28日(土)

駒ヶ林中

火、木、土

会場／みくらすいせん公園

会場／大日丘公園

10:00〜12:00(雨天中止)

17：30〜20：00
（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、

会場／三ツ星ベルト(株)神戸本社特設会場

屋台、グラウンドゴルフなど

内容／ステージイベント、屋台

●地域ふれあい夏の夕べ

●駒林神社 夏祭

日時／7月14日(土)14：00〜20：30

日時／7月28日
（土）

15日
（日）
12：00〜20：30

18：00〜20：00
（雨天翌日順延）

(小雨決行)

会場／室内小学校

会場／駒林神社

内容／15ブースの夜店など

内容／縁日など

●細田神楽まちづくり協議会
そうめん流し

●アジアンデーナイト
日時／7月29日
（日）

11：00〜15：00
（小雨決行）

日時／7月16日(月・祝)

会場／六間道商店街3丁目

10:00〜13:00(雨天中止)

申し込み不要

内容／子ども・高齢者・外国の仲間

会場／シューズプラザ前(細田町7丁目)

長田区保健だより

●第15回夏越ゆかた祭

●ビッグハートちゃん夏祭り

日時／7月17日(火)・18日(水)

日時／7月29日
（日）

16:00〜21:00

14：00〜20：00
（雨天決行）

(屋外イベントのみ雨天中止)

会場／本町筋商店街〜六間道4

会場／長田神社境内および周辺地域

内容／阿波踊り
「うず潮連」
パレード

内容／屋台、ゲーム、ダンスパフォーマンスなど

■区役所での健診など
事業名

成人保健

受付時間

会場

9：20〜10：40

6階

実施日
7月11日
（水）

健康相談・栄養相談
（予約制）

8月8日
（水）

2階

随時

相談員
（予約制）

7月13日
（金）
、8月10日
（金） １3：3０〜１5：0０
7月26日
（木）

など

■後期高齢者健康診査・神戸市国民健康保険加入者特定健康診査
（集団健診）

7月1日〜8月10日

師
（予約制）

との交流

内容／そうめん流し

日時／7月18日
（水）
12:20〜12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／若松さより(チェロ)
徳岡あかね(ピアノ)
曲目／チェロソナタ第3番(ベートーベン)、
愛の夢(リスト)ほか
区まちづくり課
☎579-2311
（内221）Ⓕ579-2301

１5：0０〜１6：3０

5階

※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

区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342

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※神戸市国民健康保険加入者以外の方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歳以下の方については、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
実施日

受付時間

7月6日
（金）

9：15〜11：00

区役所６階

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。

7月18日
（水）

9：15〜11：00

丸山コミュニティセンター

7月31日
（火）

9：15〜11：00

区役所６階

8月10日
（金）

9：15〜11：00

新長田勤労市民センター

場

※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
※胸部Ｘ線検査＜結核健診＞
（無料、満15歳以上で受診機会のない人、石綿
（アスベスト）
健康不安のある方
は胸部Ｘ線検査をぜひご利用ください）
、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）

神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５
（土日祝除く）

無料

区役所法律相談

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階相談室

会

■その他のけんしん・検査
（上記の集団健診会場で同時実施）

■区役所での乳幼児健診

行政相談

日時／7月28日
（土）

10:00〜15:00(小雨決行)

第326回 サロンコンサート

各種相談

●長田ふれあい夏まつり

日時／7月8日(日)

＜近畿人権擁護委員連合会長表彰＞
神保 紀子さん
保健福祉局人権推進課
☎322-5234 Ⓕ322-6048

医

コーラス

●2018神戸・長田たなばたまつり
真野地区 七夕祭

人権の擁護と人権思想の普及高揚に
貢献された功績により、長田区では、
下記の委員が表彰されました。
受賞おめでとうございます。

精神保健
福祉相談

内容／盆踊り、模擬店、キッズダンス、

ぜんざい、笹かざり

人権擁護委員の表彰

無料

16:00〜20:30
（雨天翌日順延）

内容／昔あそび、かき氷、すいとん、

※学校行事等により変更になる場合あり
※詳細な実施日時などについては へ
教育委員会地域連携推進課
☎322-5814 Ⓕ322-6144

申
○

15:00〜19:00(雨天決行)

会場／大正筋商店街

定員／20人
（先着・要予約）

兵庫行政評価事務所行政相談 ☎321-1100 Ⓕ333-7919

日時／7月10日
（火）
13：00〜15：00

成年後見制度事前相談室

区民広報紙

区民広報紙「ながた」では、毎月『ながたを歩こう』と題し
長田区のまちや風景をご紹介していきます。
役立つ情報もお見逃しなく！

場所／区役所３階相談室

先着順

区社会福祉協議会 ☎511-4277 Ⓕ574-2427

日時／7月27日
（金）
13：30〜15：30 場所／区役所４階社会福祉協議会

ながた

予告
次回は「新長田界隈」を紹介します
（予定）。
お楽しみに。

