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●長田区の姿（平成30年11月1日現在） 人口：95,642人  世帯数：49,224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　
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●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）　　

長田区長田区 長田区長田区FB

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐2301

兵庫区から新湊川トンネルを通り、
長田区の中・南部を縦横断する新湊川。
北区、兵庫区、長田区を流れており、流域面積
約30平方キロメートル、全長4.7キロメートル、表六
甲地域の河川の中で最も大きな河川です。

　　　　長田区にできた新たな川
新湊川が長田区内を流れるようになったのは明治34（1901）年。
それ以前の旧湊川は、兵庫区内を縦断して兵庫港に注いでいましたが、
度重なる氾濫や港への土砂の流出、交通障害などさまざまな問題を抱え
ていたため、治水対策と流路変更の改修工事を行い、長田区内を流れるよ
うになりました。現在は区内17本の橋の下を流れながら大阪湾へ注ぐ新湊川
に沿って、遊歩道や公園が整備され、区内の憩いの場の１つとなっています。

　　　　　　　　　　地域に迎えられて
コンクリートで囲われ、魚の姿が見えず周辺に花壇もなかった新湊川。この人工
的な川を温かみの感じられる場所にしたいという思いから、15年前に発足した
新湊川を愛する会を中心とした、地域の人々の活動が始まりました。
毎日の花壇手入れと遊歩道清掃、時には地域の中学生や高校生の協力も得ながら、月１回の川の中の
清掃を行うことで、今では花壇にきれいな花が咲き、川には魚が泳ぐ、居心地のよい場所になりました。またイベントも開催
しており、毎年７月に行う灯ろう流しでは、温かく柔らかい灯りが川に浮かぶ幻想的な空間が見る人の心を魅了し、川遊びでは、
魚つかみなどによって、参加した親子の笑顔があふれて楽しい思い出づくりができました。

「もっと多くの人が活動やイベントに参加して、川を愛してくれたらとても嬉しい。そのためにも、ごみやペットの排泄物を川や遊歩道
に捨てずに持ち帰ってほしい。」新湊川を愛する会のメンバーはそう願われています。

長田区に新湊川ができて117年。歴史のある大きな川は、川を大切に思う人々の手により現在の形となりました。これから先、新湊川が
これまでのように、そしてこれまで以上に、人々、子どもたちに愛されることを私たちも一緒に願っています。
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（長田区側）

長田区に流れ込む
新湊川のスタート地点です

長田橋から東に向かう遊歩道では、きれいに植えられた色とりどりの花が、人々を迎えてくれます。

川開きでは、たくさんの子どもたちが川遊び

を楽しみました。

今年7月に
開催された

灯ろう流し
では、約1

50基

の灯ろうが
新湊川を灯

しました。
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 お知らせ 　

　歯周病検診のお知らせ
10月6日（土）「緑と公園のつどい」で表彰式が
ありました。皆さん、おめでとうございます。

問区まちづくり課　
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

  「1･17希望の灯り」関連のイベント情報募  
　集
1月17日（木）に「希望の灯り」を灯す地域の
情報を教えてください。
問区まちづくり課
☎579-2311（内216） Ⓕ579-2301　
　  nagata@office.city.kobe.lg.jp

　小学校オープンスクールのお知らせ
4月に区内市立小学校入学予定児童と保護
者を対象に就学先の市立小学校にてオープ
ンスクールを実施します。
日時 1月22日(火)9：30～11：30
場所 就学先の市立小学校　
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　歳末たすけあい募金運動にご協力をお願
　いします
区民の皆さんの真心のこもった募金をお寄
せください。
募集期間 12月28日（金）まで
場所 区共同募金委員会
（区役所4F）
☎511-4277 Ⓕ574-2427

　善意銀行　30年9月分
岡本冨美子、長田高校PTA、長田区連合婦人
会、真陽婦人会、神戸自動車工業株式会社、
神戸常盤大学新長田学生サポータークラブ、
(株)mi-kittyミキティ介護事業所、株式会社
マルハン（順不同・敬称略）
ありがとうございました。

  
「ながたのキレイなところ」カレンダー配布
  （※12月中旬より配布予定）
今年度募集した「ながたのキレイなところ」に
応募いただいた写真の中から、「お花」部門、
「緑のカーテン」部門、「花や緑の風景」部門よ
り各2点を掲載した2019年カレンダーがで
きました。問で12月中旬から配布します。長
田区の「ながたのキレイなところ」を再発見し
てください。区ホームページにも掲載します。
※配布時期等詳細は問へ
問区まちづくり課
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336
　長田区　ながたのキレイ　　検索

 催し
 
　人・街・ながた震災資料室展
日時 1月6日(日)～2月4日(月)の30日間
※期間中に27日以上参加した人には、粗品を
贈呈します。2月21日(木)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・中ノ・安井・月見各茶屋）
※指定の茶屋にある「署名簿」に自筆署名を
してください（文字をハッキリと）。住所・電話
番号の記入は1日目のみで結構です。
※1日1回1カ所のみ有効（同一の茶屋で署名
してください）。
※参加中の事故（負傷）については、参加者責
任となります。
主催 神戸市長田区体育協会
問区まちづくり課　☎579-2311（内225） 
Ⓕ579-2336

  「わがまち長田を歩こう会」ながた発見ウォ
　ーク
日時 12月21日(金)13:30～15:30(受付
13:10～)
場所 区役所7階 大会議室
対象 介護をされている方
定員 60人（先着）　料金 無料
内容 第一部は講演、第二部は介護者同士の交
流会です。皆さん話を聞いて、話しませんか？
申し込み ☎またはⒻで問へ
問区あんしんすこやか係
☎579-2311（内417） Ⓕ579-2343

  わがまちコンサートピフレ
日時 12月7日(金)14:00～16:00
場所 ピフレホール　定員 400人（先着）
料金 当日1,500円　申し込み 不要　
問ピフレホール　☎621-1120Ⓕ621-0914

  ＮＡＧＡＴＡゴスペルコンサート
日時 1月13日（日）開演14:00（開場13:30）
場所 ピフレホール
出演 Kobe Gospel Choir Angels、Voice 
of NAGATA 21、Bobby’s heavenly choir
定員 300人（先着）　料金 無料
申し込み 住所・氏名・電話番号・人数を記入
し、　で下記へ。※12月25日（火）締め切り
（消印有効）。※1枚のはがきで2人まで可
送付先 〒650-8799神戸中央郵便局留　　
2019長田ゴスペルコンサート係あて
問うたのかけはしゴスペルコンサート実行委員会
☎080-9168-2344
　  nagata_bhc@yahoo.co.jp

  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
●おひざのうえのおはなし会
日時 12月19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 12月28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
問新長田図書館 〒653-0835（住所不要）
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

記号の見方
は…はがき　○…往復はがき　☎…電話
Ⓕ…FAX　○…直接持参　　　…Eメール　 

往

直

長田区情報BOX  講演・講習
　宮崎三千子の
　「現代墨彩画を体感しよう！」
日時 12月17日(月)10:00～12:00
場所 新長田勤労市民センター 3階ロビー
料金 無料　
申し込み 不要　
作品展示 12月5日（水）～22日（土）
問 ☎643-2431 Ⓕ643-4350

　宮崎三千子の
　「現代墨彩画をはじめよう」　
日時 1月9日(水)、23日(水)、2月13日(水)、
　　 27日(水)、3月13日(水)、27日(水)
　　 各日10:00～11：30
場所 新長田勤労市民センター 4階文化教室
定員 20人（先着）
料金 6,800円（6回分）　
申し込み 12月8日(土)から☎または　で問へ
問 ☎643-2431 Ⓕ643-4350

　　
　韓国朝鮮家庭料理
日時 12月22日（土）10：00～12：00
場所 ピフレホール
定員 36人（先着）　
料金 2,500円
申し込み 11月26日(月)から☎または　で問へ

問 ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

 第10回リフレッシュセミナー　
 ウィンターコンサート
日時 1月25日（金）14：00～15：30
場所 長田公民館 体育室
演題 みんなで歌おう！青春の歌
講師 大東 知子
料金 無料 ※同時手話通訳あり
申し込み 不要
問長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785

  子育て
 いちば・de・クリスマス
「市場・de・プラザ」が場所を移動してクリスマ
スイベント「サンタをさがせ」をします！
日時 12月19日（水）11:00～12:30（受付11：30まで）
場所 プレノ長田　定員 30組（先着）
対象 就学前の子どもと保護者
料金 無料　申し込み 不要
問 地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582

 はじめの第1歩（妊娠中の方対象）
初めての出産、子育て…。近くに知り合いもいな
いし小さい子どもにふれあったこともない…。そ
んなプレママの皆さん、児童館で助産師による
相談やミニ講習会「セルフマッサージ」に参加し
てみませんか？先輩ママとの座談会もあります。
日時 12月8日（土）10：30～12:00
場所 細田児童館
対象 実施日に妊娠6～9カ月の方（家族同伴可）
料金 無料
申し込み 12月5日（水）までに☎かⒻまたは
　で問へ
問細田児童館（区拠点児童館）☎612-3797

 子育てふれあい教室
おやこで楽しむクリスマス！ リース作り。
日時 12月14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
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

 

市民花壇コンクール結果発表

❶源平勇士の碑（五番町８丁目）
　監物太郎の碑（四番町８丁目）
　一ノ谷の戦いの時に、父平知盛を助けようとし
て戦死した平知章の碑や、平通盛、猪俣小平六、木
村源三則綱、木村源吾重章の碑が並んで、源平勇
士の碑として一カ所に建てられています（写真左）。
　また、平知章を救うため討ち死にした、平知盛
の家臣である監物太郎頼賢の碑が、地元の人た
ちによって大事に祀られています（写真右）。

　新湊川周辺にはたくさんの名所、史跡が点
在しています。散歩しながら歴史を訪ねてみ
てはいかがですか？

❸高福寺（西尻池町４丁目）
　今から500年前、この付近には4つの寺があり、それ
ぞれの信者が互いにいがみ争っていましたが他の寺の
協力を得て高福寺が村の中心となることで、争いが落
ち着いたといわれています。
　昭和20（1945）年の大空襲により焼失しましたが、終
戦後に再建され、茶室を有する趣のある寺院として復興
しました。日本庭園があり、穏やかな雰囲気の寺です。

❷菅公匂いの梅旧跡（東尻池町１丁目）
　昌泰4（901）年に政敵・藤原時平の中傷により都を
追われ、大宰権帥に左遷されることになった菅原道
真。道真が和田岬に船を泊めて上陸したとき、梅の香
がする東方へと進んだところ、一本の梅の木が今を盛
りと咲いていました。それを見た道真が「風寒み雪に
まがへて咲く花の袖にぞうつれ匂ふ梅が香」と和歌を
詠んだといわれています。

長田区民冬季毎日登山　

わがまちコンサートピフレ

ＮＡＧＡＴＡゴスペルコンサート

長田区　認知症介護者のつどい

善意銀行 30年9月分

「ながたのキレイなところ」
カレンダー配布 ※12月中旬より配布予定

「1･17希望の灯り」関連の
イベント情報募集

歳末たすけあい募金運動に
ご協力をお願いします

小学校オープンスクールのお知らせ

昭和
30年代

現在

地下鉄山手線

長田区役所

湊川JCT

長田警察

村野工業高校

神戸高速鉄道

JR神戸線

国道2号線

高速長田

長　田

新
湊
川

❶

❷

❸

賞 花壇名

五位の池小学校
正門外側

管理団体名

神戸市立五位の池
小学校市民花壇名誉

花壇

優秀賞

優良賞

特別賞

ふたば

日吉町
ひだまり公園

日吉町ひだまり
公園管理会

努力賞

戸崎通公園
新長田駅前広場
さんさん
長田駅南

戸崎通公園管理会
真陽婦人会
一番さんさん花の会
四季の園芸の会

若松鷹取公園 若松10丁目
市民花壇

最優秀賞 旧二葉小活用
委員会公園管理会

若松公園鉄人前
新湊川南遊歩道

大橋7丁目自治会
新湊川南遊歩道の会

新湊川周辺散策マップ



16

各種相談

ながたを歩こう

無料

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「長田神社古式追儺式（番外編）」を
紹介します（予定）。お楽しみに。

区民広報紙 ながた

会場受付時間実施日事業名

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）

9：20～10：40

12月14日（金）

12月27日（木）

12月12日（水）、12月26日（水）
1月9日（水）

１3：3０～１5：0０

１5：0０～１6：3０

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

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 実施日 受付時間 会　場

12月3日（月）

12月18日（火）

9：15～11：00

9：15～11：00 

  

 

新長田勤労市民センター

区役所６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
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

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

12月1日～1月10日

申
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☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336

  「1･17希望の灯り」関連のイベント情報募  
　集
1月17日（木）に「希望の灯り」を灯す地域の
情報を教えてください。
問区まちづくり課
☎579-2311（内216） Ⓕ579-2301　
　  nagata@office.city.kobe.lg.jp

　小学校オープンスクールのお知らせ
4月に区内市立小学校入学予定児童と保護
者を対象に就学先の市立小学校にてオープ
ンスクールを実施します。
日時 1月22日(火)9：30～11：30
場所 就学先の市立小学校　
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　歳末たすけあい募金運動にご協力をお願
　いします
区民の皆さんの真心のこもった募金をお寄
せください。
募集期間 12月28日（金）まで
場所 区共同募金委員会
（区役所4F）
☎511-4277 Ⓕ574-2427

　善意銀行　30年9月分
岡本冨美子、長田高校PTA、長田区連合婦人
会、真陽婦人会、神戸自動車工業株式会社、
神戸常盤大学新長田学生サポータークラブ、
(株)mi-kittyミキティ介護事業所、株式会社
マルハン（順不同・敬称略）
ありがとうございました。

  
「ながたのキレイなところ」カレンダー配布
  （※12月中旬より配布予定）
今年度募集した「ながたのキレイなところ」に
応募いただいた写真の中から、「お花」部門、
「緑のカーテン」部門、「花や緑の風景」部門よ
り各2点を掲載した2019年カレンダーがで
きました。問で12月中旬から配布します。長
田区の「ながたのキレイなところ」を再発見し
てください。区ホームページにも掲載します。
※配布時期等詳細は問へ
問区まちづくり課
☎579-2311（内225） Ⓕ579-2336
　長田区　ながたのキレイ　　検索

 催し
 
　人・街・ながた震災資料室展
日時 1月6日(日)～2月4日(月)の30日間
※期間中に27日以上参加した人には、粗品を
贈呈します。2月21日(木)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・中ノ・安井・月見各茶屋）
※指定の茶屋にある「署名簿」に自筆署名を
してください（文字をハッキリと）。住所・電話
番号の記入は1日目のみで結構です。
※1日1回1カ所のみ有効（同一の茶屋で署名
してください）。
※参加中の事故（負傷）については、参加者責
任となります。
主催 神戸市長田区体育協会
問区まちづくり課　☎579-2311（内225） 
Ⓕ579-2336

  「わがまち長田を歩こう会」ながた発見ウォ
　ーク
日時 12月21日(金)13:30～15:30(受付
13:10～)
場所 区役所7階 大会議室
対象 介護をされている方
定員 60人（先着）　料金 無料
内容 第一部は講演、第二部は介護者同士の交
流会です。皆さん話を聞いて、話しませんか？
申し込み ☎またはⒻで問へ
問区あんしんすこやか係
☎579-2311（内417） Ⓕ579-2343

  わがまちコンサートピフレ
日時 12月7日(金)14:00～16:00
場所 ピフレホール　定員 400人（先着）
料金 当日1,500円　申し込み 不要　
問ピフレホール　☎621-1120Ⓕ621-0914

  ＮＡＧＡＴＡゴスペルコンサート
日時 1月13日（日）開演14:00（開場13:30）
場所 ピフレホール
出演 Kobe Gospel Choir Angels、Voice 
of NAGATA 21、Bobby’s heavenly choir
定員 300人（先着）　料金 無料
申し込み 住所・氏名・電話番号・人数を記入
し、　で下記へ。※12月25日（火）締め切り
（消印有効）。※1枚のはがきで2人まで可
送付先 〒650-8799神戸中央郵便局留　　
2019長田ゴスペルコンサート係あて
問うたのかけはしゴスペルコンサート実行委員会
☎080-9168-2344
　  nagata_bhc@yahoo.co.jp

  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
●おひざのうえのおはなし会
日時 12月19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 12月28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
問新長田図書館 〒653-0835（住所不要）
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 講演・講習
　宮崎三千子の
　「現代墨彩画を体感しよう！」
日時 12月17日(月)10:00～12:00
場所 新長田勤労市民センター 3階ロビー
料金 無料　
申し込み 不要　
作品展示 12月5日（水）～22日（土）
問 ☎643-2431 Ⓕ643-4350

　宮崎三千子の
　「現代墨彩画をはじめよう」　
日時 1月9日(水)、23日(水)、2月13日(水)、
　　 27日(水)、3月13日(水)、27日(水)
　　 各日10:00～11：30
場所 新長田勤労市民センター 4階文化教室
定員 20人（先着）
料金 6,800円（6回分）　
申し込み 12月8日(土)から☎または　で問へ
問 ☎643-2431 Ⓕ643-4350

　　
　韓国朝鮮家庭料理
日時 12月22日（土）10：00～12：00
場所 ピフレホール
定員 36人（先着）　
料金 2,500円
申し込み 11月26日(月)から☎または　で問へ
問 ピフレホール ☎621-1120 Ⓕ621-0914

 第10回リフレッシュセミナー　
 ウィンターコンサート
日時 1月25日（金）14：00～15：30
場所 長田公民館 体育室
演題 みんなで歌おう！青春の歌
講師 大東 知子
料金 無料 ※同時手話通訳あり
申し込み 不要
問長田公民館 ☎575-1374 Ⓕ575-1785

  子育て
 いちば・de・クリスマス
「市場・de・プラザ」が場所を移動してクリスマ
スイベント「サンタをさがせ」をします！
日時 12月19日（水）11:00～12:30（受付11：30まで）
場所 プレノ長田　定員 30組（先着）
対象 就学前の子どもと保護者
料金 無料　申し込み 不要
問 地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582

 はじめの第1歩（妊娠中の方対象）
初めての出産、子育て…。近くに知り合いもいな
いし小さい子どもにふれあったこともない…。そ
んなプレママの皆さん、児童館で助産師による
相談やミニ講習会「セルフマッサージ」に参加し
てみませんか？先輩ママとの座談会もあります。
日時 12月8日（土）10：30～12:00
場所 細田児童館
対象 実施日に妊娠6～9カ月の方（家族同伴可）
料金 無料
申し込み 12月5日（水）までに☎かⒻまたは
　で問へ
問細田児童館（区拠点児童館）☎612-3797

 子育てふれあい教室
おやこで楽しむクリスマス！ リース作り。
日時 12月14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
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

 

  第330回 サロンコンサート  第330回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／12月19日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／花本 優（ピアノ）
　　　大木 有子（ソプラノ）
曲目／子供の情景（シューマン）、オペ
　　　レッタ「ボッカチオ」より　恋はや
　　　さし野辺の花よ（スッペ） ほか
問区まちづくり課 
☎579-2311（内221） Ⓕ579-2301

しんながた図書館だより

神社前・de・クリスマス

はじめの第1歩（妊娠中の方対象）

子育てふれあい教室

長田神社初詣に伴う車両通行止め規制
長田警察署からのお知らせ

（赤線）
規制日時：
12月31日（月）午後11時から
平成31年1月3日（木）午後5時まで

(緑線)
規制日時：
12月31日（月）午後11時から
平成31年1月1日（火・祝）午後5時まで
平成31年1月2日（水）午前10時から
午後5時まで

問長田警察署　☎578-0110

周辺道路は全て駐車禁止です。公
共の交通機関をご利用ください。

神戸村野
工業高校
神戸村野
工業高校

（長田神社前）（長田神社前）

（長田神社前）（長田神社前）

●
長田交番
●
長田交番

新湊
川

新湊
川

長田神社長田神社

宮川小学校宮川小学校苅
藻
川

苅
藻
川

地下鉄長田駅

神戸高速鉄道
高速長田駅

墨彩画講師 宮崎三千子の
「詩画・一筆画の実演」を開催

宮崎三千子の
「現代墨彩画をはじめよう」

韓国朝鮮家庭料理

第10回リフレッシュセミナー　
ウィンターコンサート

もりちか

先 着　
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

行政相談
日時／12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（各種相談）

日時／12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

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
問・申し込み 近畿税理士会 長田支部
☎747-0588

区内最高齢者への訪問

9月21日に区内最高齢者の男性、城本護親さん（106歳）、9月25日に区内最高齢者の女
性、川北フサヨさん（105歳）を区長が訪問しました。護親さんは、ご家族と入所施設の皆
さんに温かく祝福され、区長と元
気に会話をされました。フサヨさ
んは、ご家族と入所施設の皆さ
んの祝福のなか、区長と手振り
を交えた会話で楽しく過ごされ
ました。お二人とも、いつまでも
お元気でお過ごしください。


