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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9月1日現在）人口：95,828人 世帯数：49,285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）
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ながたを歩こう

昭和

40年代

1969（昭和44
）年、40周年記
念の人文字

現在

﹁ふ た ば 学 舎﹂は︑ま ち の 拠 点 と し て 活 躍 し て き た

旧二葉小学校の校舎を利用した施設︒小学校が閉校さ

れる際︑親しまれた校舎は残したいと強く願う長田区

︶年︑地 域
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連 合 婦 人 会 を は じ め と し た 地 域 の 人 々 が 立 ち 上 が り︑

使 用 方 法 の 検 討 を 経 て︑2 0 1 0︵平 成

人材支援センターの役割を担う﹁ふたば学舎﹂の設立

に至りました︒

ふたば学舎では︑地域のリーダーの発掘や育成支援︑

小・中学生への震災学習︑料理や音楽の文化講座など︑

さまざまなイベントや講座を開いており︑広く地域人

材支援センターとしての責務を担っています︒その他

にも施設内には︑昔の神戸の写真などを無料で閲覧で

80

年以上とい

検索

きる﹁神戸アーカイブ写真館﹂や︑樹齢

ふたば学舎

われるオリーブの樹があるほか︑神戸最大のコスプレ

ふたば学舎 ☎646-8128 Ⓕ646-8138

イベントが開催されるなど︑地域人材支援という枠に

料金：観覧無料（屋台など一部有料）

留まらず︑利用者の憩いの場としての機能も果たして

場所：ふたば学舎

います︒

日時：11月25日
（日）10:00~16:00

まちの拠点から︑多岐にわたる地域人材支援を行う

「笑って遊んで学んじゃおう！」
をテーマに、教室展示やステージ、屋台な
ど大にぎわい。昨年は約4,000人が参加した「ふたば学舎」集大成の大
イベント。
ご来場、お待ちしています！

神戸市の拠点として再生したふたば学舎︒旧校舎のレ

今年も開催！まちの文化祭！！

トロな雰囲気も味わえる空間にぜひ︑足を運んでみて

ください︒
地域の人々から親しまれている洋風モルタル建ての校舎。震災時には避難所だけではなく、
火災の延焼を防ぐ役目も果たしました。

古き学び舎を生かした
人材支援の場

【二葉西部界隈】〜ふたば学舎〜

年に一度の検診を 早期発見で安心！
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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
歯周病検診のお知らせ

歯周病検診のお知らせ
歯周病は歯と歯を支える組織(歯肉や骨)がお
かされ、放っておくと歯がぐらついて抜けてし
まうことがある病気です。いつまでも自分の
歯で健康に過ごすために年に1度は歯科検診
を受けましょう。
日時 11月21日(水)13:15〜14:30
対象 35歳と41歳以上の方 料金 無料
場所 区役所６階
定員 28人
（先着）
内容 むし歯やかみ合わせ
のチェック・歯周ポケット
の測定・ブラッシング指導
申し込み 10月9日(火)
9:00〜予約受付
市イベント案内・申込センター
☎333-3372

結核健診

結核健診
結核は早期発見・早期治療が大切です。健診
を受けましょう！
日時 10月21日(日)10:00〜12:30
場所 大国公園(本庄町2-1)
内容 胸部Ｘ線検査、
たんの検査(必要時)
対象 受診機会のない15歳以上の神戸市民
料金 無料 申し込み 不要
その他 受診者には粗品進呈。ベトナム語の
通訳あり。
区あんしんすこやか係
☎579-2311 Ⓕ579-2343

善意銀行 30年7月分(順不同・敬称略)
善意銀行 30年7月分(順不同・敬称略)
ありがとうございました。
㈱マルハン、三ツ星ベルトふれあい、認定こど
も園神楽こども園、㈱mi-kittyミキティ介護
事業所、乳幼児保育守る会こども子育て長田
ネットワーク、青少協室内支部、前田真由美
赤い羽根共同募金にご協力を
お願いします
皆さんの善意が区内の施設や地域の福
祉活動に役立っています。
期間 10月1日(月)〜平成31年３月３１日(日)
◆街頭募金の予定
10月2日(火)１１
：
００〜新長田駅周辺、
15:00〜高速長田駅前
※期間中、区内各所で実施予定です。
今年も皆さまのご協力をお願いします
長田区共同募金委員会 ☎511-4277

催し
長田区戦没者遺族慰安会
長田区戦没者遺族慰安会
日時：11月7日(水)14:00〜16:00
日時 11月7日(水)14:00〜16：00
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
「ゆずり葉の頃」
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19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

第45回おもしろ音楽博物館
Autumn Concert オータムコンサート
第45回おもしろ音楽博物館

日時 11月25日(日)14:00〜(13:30開場)
場所 ピフレホール
定員 300人
（抽選）
出演 上塚憲一、井上康夫、尾崎達哉
高橋乗子、土井真理、野田祐子
池村佳子、岡田弥月、上塚幸代
玉田陽子、中村 整、山根風仁
総勢12人が奏でるチェロアンサンブル演奏
をどうぞお楽しみください♪
ロマンス
曲目 無伴奏チェロ組曲第1番ト長調、
とセレナーデ、カルメンファンタジー組曲、ディ
ヴェルティメントニ長調、賛歌、鉄人28号 他
料金 前売1,000円／当日1,500円
(中学生以下無料)
申し込み 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号・参加人数(２人まで可）
・参加者の年齢を記
入し、 へ※11月15日(木)消印有効
〒653-8570(住所不要)
区まちづくり課
「おもしろ音楽博物館」
係
「ほたる火コンサート協会」
☎090-5903-2408

第15回 輝け！集まれ！ながたっ子祭

第15回 輝け！集まれ！ながたっ子祭
日時 10月7日(日)11:00〜15:00
※荒天時は翌日8日に開催
場所 若松公園多目的広場
対象 子ども
料金 無料(食べ物、ゲームコーナーは一部有料)
区まちづくり課活動支援担当
☎579-2311(内214) Ⓕ579-2301

第16回長田神社前
長田神社前おやつはべつばら
おやつはべつばら
第16回
長田まつり
スタンプラリー
長田まつり スタンプラリー
参 加 店 4 4 店 舗 のうち
12店舗を回るとプラチ
ナカードをゲット！さらに
ガラガラ抽選会(4店舗
で1回)もできます。
※雨天決行
期間 10月6日(土)〜10月20日(土)
場所 長田神社前地域
【お楽しみイベント】
6日(土) 10:00〜16：00
「キッズダンス」
「 のど自慢」
「コグージーマザ
ール」
開催！
20日(土) 11:00〜17：00
「お菓 子な釣り堀 ( 有 料 ) 」
「 長 田 萬福 茶 屋 」
「ガラガラ抽選会」
「ハロウィングージー写真
撮影会」
など盛りだくさんです。
※各イベントの開催時間等、詳細はポスター・
チラシをご覧ください
長田神社前商店街振興組合
☎691-2914 Ⓕ691-2005

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（折り紙の会のみ要）
●おはなし会
日時 10月6日(土)、20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 10月13日(土)、27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 10月17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 10月26日(金)10:30〜11:30
内容 絵本の紹介、親子のふれあい遊び、
ワン
ポイントセミナー等
対象 0〜3歳の子どもと保護者
●大人のためのおはなし会
日時 10月25日(木)11:00〜12:00
対象 成人
●大人の楽しい朗読
日時 10月27日(土)11:00〜12:00
対象 成人
●雑誌リサイクルフェア
日時 10月28日(日)10:00〜15:00
対象 成人、児童 ※当日整理券配布
●大人が楽しむ折り紙の会
日時 11月10日(土)10:30〜12:00
対象 成人 定員 8人(先着)
申し込み 10月23日(火)から☎か で へ
新長田図書館 〒653-0835(住所不要)
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

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 10月12日(金)14:00〜16:00
場所 ピフレホール 定員 400人
（先着）
申し込み 不要
ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

第14回神戸・新長田
鉄板こなもん祭
第14回神戸
・新長田 鉄板こなもん祭

日時 11月4日(日)11：00〜15：00ごろ
場所 新長田南地区商店街 (本町筋商店街、
丸五市場、西神戸センター街)
内容 お好み焼きスタジアム、
グルメ屋台など
今年で14回目を迎えるこなもん祭り。商店街
にはお好み焼きやそばめし等美味しい食べ
物がズラリと並びます！
ぜひお越しください。
神戸ながたTMO
☎612-7260 Ⓕ646-3007

講演・講習
平成30年度 介護予防啓発講演会

平成30年度 介護予防啓発講演会
亡くなった後の片付けやお葬式はどうしたら
いいの？そんなお困り事はありませんか？
日時 １１月１３日(火)13：
３０〜１５
：00
場所 長田区役所７階 大会議室
対象 区民 定員 ８０人 料金 無料
申し込み 住所・氏名・電話番号を☎かⒻで へ
区あんしんすこやか係
☎579-2311(内417) Ⓕ579-2343
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平成30年度

長田区保健医療介護フォーラム
平成30年度
長田区保健医療介護フォーラム
〜住み慣れた長田区で最期まで暮らし続ける
ために シリーズ2
「摂食えん下障害」
〜
日時 10月20日(土)14:00〜16:00
場所 神戸市防災コミュニティセンター
対象 長田区民
料金 無料
内容 摂食えん下障害とは加齢や病気で飲み
込みが困難になることです。生活の中で気を
つけることやどのような支援があるかなど、
講演と寸劇を通して知っていただければと思
います。
講師 長田区医師会 副会長 中村陽子 先生
兵庫県歯科医師会 地域医療保健担当理事
砂治國隆 先生
長田区薬剤師会 会長 大塚 徹 先生
寸劇 劇団
「はなみずき」
専門職によるわかりやすく楽しい劇
申し込み 10月15日(月)までに氏名、電話番
号、FAX番号を長田区医療介護サポートセン
ター(☎641-5661 Ⓕ641-5662)へ。
区あんしんすこやか係
☎579-2311(内417) Ⓕ579-2343
秘法のための秘宝
太山寺を観る、究める！
開山1300年太山寺の秘宝を観る

日時 11月10日(土)10:00〜11:30
場所 新長田勤労市民センター3階 講習室1
定員 35人
（先着） 料金 無料
受付開始 10月10日(水)
申し込み ☎か で へ
新長田勤労市民センター
☎643‐2431 Ⓕ643-4350

西市民病院
「糖尿病教室」

西市民病院
「糖尿病教室」
日時 10月12日(金)14:00〜15:30
場所 西市民病院 北館３階講義室
定員 約50人
（先着）
料金 無料
申し込み 不要
西市民病院 ☎576-5251 Ⓕ576-5358

子育て
児童館すこやかクラブ会員募集

児童館すこやかクラブ会員募集
幼児と保護者の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として児童館す
こやかクラブの会員を募集します。
また、
すこやかクラブ会員を対象に、保護者が
相互に子どもたちの世話をすることで、保護
者同士、子ども同士の仲間づくりを図るとと
もに、保護者もリフレッシュできる機会を設け
ることを目的とした児童館キッズクラブを実
施する予定です。
受付期間 10月5日
（金）
〜11日
（木）
実施期間 11月8日
（木）
〜平成31年3月14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 各児童館で配布する申込書に記入
し10月5日
（金）
〜11日
（木）
に へ
※定員等の詳細は児童館に直接問い合わせ
細田児童館 ☎・Ⓕ612-3797
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平成31年4月からの保育所入所など
平成31年4月からの保育所入所など
保育利用希望者募集
保育利用希望者募集
区の保育所・保育園・認定こども園(朝〜夕の
利用)・地域型保育(小規模保育など)に入所・
入園を希望する保護者は、申請書を下記窓口
まで提出してください(※郵便・FAX不可)。申
請書は で配布します。
申込期間
1次申込10月22日(月)〜11月30日(金)
2次申込12月3日(月)〜平成31年2月15日(金)
※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
※新設園の予定：
（仮称）
認定こども園丸山小羊
幼稚園（平成３１年4月開設予定）
（
、仮称）認定
こども園近田幼稚園分園（平成31年1月開設
予定、0・1歳対象）
2歳児以降は本園で保育。
※定員を超える申請により入所・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411〜413・422）
Ⓕ579-2344

給食体験

給食体験
日時 11月21日(水)10:00〜12:00
場所 五位の池こども園
（五位の池町2‒1‒9）
対象 1〜3歳の子どもと保護者
定員 10組(抽選) 料金 250円
申し込み 10月29日(月)までに☎かⒻかE
メールで へ
地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582
plaza̲nagata@oﬃce.city.kobe.lg.jp
神戸市カンガルーブログ

定員 小学1・2年生の子ども30人、小学3・4年生の子ども30人
（応募多数の場合は抽選）

②親子ペアランニング大会(距離1.2km)

対象 20歳以上の保護者と小学1・2年生の子どものぺア

対象 小学3・4年生
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)
※②〜④は定員なし

申し込み 11月7日(水)までに必要事項を記入してEメールか往復はがきで へ。必要事項は区役所3階5番窓口で配布のチラシ

または区ホームページに掲載。

〒653-8570(住所不要)区まちづくり課 ☎579-2311(内225) Ⓕ579-2336

■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）

10月1日〜11月10日
実施日

受付時間

会場

10月10日
（水）
・24日
（水）

9：20〜10：40

6階

成人保健

2階

随時
10月12日
（金）
、11月9日
（金） １3：3０〜１5：0０
10月25日
（木）

１5：0０〜１6：3０

5階

区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342

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。

実施日

受付時間

区役所法律相談

日時／10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

会

場

10月5日
（金）

9：15〜11：00

新長田勤労市民センター

10月22日
（月）

9：15〜11：00

区役所６階

10月27日
（土）

9：15〜11：00

新長田勤労市民センター

※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

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

行政相談

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

■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

各種相談

nagata-run@oﬃce.city.kobe.lg.jp

検索

※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
○

料

①子どもかけっこ教室

相談員
（予約制）
師
（予約制）

無

対象 区内に在住、在勤、在学の人

事業名

医

雨天中止

場所 西代蓮池公園グラウンド、
ランニングコース

■区役所での健診など

福祉相談

日時／10月17日
（水）
12:20〜12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／フルートデュオ&ピアノ
アンサンブルアリオス
フルート 植田泰子、大道優子
ピアノ 勝本博美
曲目／アメリカンファンタジー(ドップラ
ー)、秋桜(さだまさし)、秋の叙情
歌メドレー 〜まっかな秋、ちいさ
い秋見つけた、村祭り、紅葉〜
区まちづくり課
☎579-2311
（内221）Ⓕ579-2301

11月25日(日) 9:00〜13:00

長田区 ランニング大会

精神保健

申し込み不要

第4回 エンジョイランニング大会 出場者募集！

検索

健康相談・栄養相談
（予約制）

無料

親子DEサロン うたとリズムで♪
ヘンシーン ハロウィーン！
！
日時 10月12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

地域子育て応援プラザ長田
親子でお友だちづくり。給食(1回)、おやつ(3
回)の提供があります。
日時 11月5日(月)、12日
（月）
、19日
（月）
、
26日
（月）
【予備日11月28日
（水）
】
１０
：
００〜12:00 ※4回シリーズ
場所 認定こども園ほそだ
（細田町5‒2-4）
対象 1〜3歳の子どもと保護者
定員 10組(抽選)
料金 1,000円(4回分、欠席の場合も返金なし)
申し込み 10月15日(月)までに☎かⒻかEメ
ールで へ
地域子育て応援プラザ長田
☎579‐6581 Ⓕ579‐6582
plaza̲nagata@oﬃce.city.kobe.lg.jp

長田区保健だより

よーせてシンチャオ！
日時 11月13日(火)10:00〜
場所 ふたば学舎
（二葉町７ｰ１ １８）
内容 子育て中の外国籍の親子向けクッキン
グ。日本のお弁当作りにチャレンジ！
対象 外国籍の乳幼児と親
（託児有）
定員 1５組(抽選) 料金 無料
申し込み １０月１５日
（月）
までに住所・氏名・電
話番号を記入しＥメールで へ
長田区社会福祉協議会
☎579‒2311 Ⓕ574‒2427
n-syakyou3@neo.famille.ne.jp

子育てふれあい教室

親子ふれあいあそび
（体験保育）

神戸市カンガルーブログ

検索

第328回 サロンコンサート

よーせてシンチャオ！

成年後見制度事前相談室
先着順

日時／10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

税務相談

日時／毎月第1木曜13:00〜16:00
（要予約）
場所／
（公社）
長田納税協会
・申し込み 近畿税理士会 長田支部
☎747-0588

区民広報紙

ながた

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！
予 告
次回は「西代駅北部界隈」を紹介します
（予定）。
お楽しみに。

