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 地域文化資源保存活動補助金の募集
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審査の上、補
助します。
対象 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
補助金額 補助対象経費総額の1/2（上
限50万円）
募集期間 7月1日（月）～31日（水）
※詳細は問で配布する募集要項に記載
問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301

 
　結核健診（胸部エックス線検査）
受診者には粗品進呈。必要に応じて、たん
の検査も実施します。
対象 1年以内に受診歴のない15歳以上
の神戸市民
日時 8月2日（金）9:15～11:00
場所 区役所西側ロータリー
料金 無料
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　神戸市都市空間向上計画（素案）
   説明会・相談会
申し込み不要
●説明会
日時 7月16日（火）18:30～
場所 新長田勤労市民センター別館ピフ
レホール 会議室Ａ
●相談会
日時 7月23日（火）9:30～11:30、
7月25日（木）14:00～17:00
場所 区役所7階 702会議室
※他区開催の説明会・相談会にも参加可能
詳しくは
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　長田区民夏季毎日登山会
期間 7月21日（日）～8月31日（土）の42日間
署名場所 高取山(清水・中の・安井・月見茶屋)
※同一茶屋の署名簿に30日以上自筆署
名した人には、署名した茶屋で9月15日
(日)以降に粗品を贈呈
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　●第34回「新長田民謡まつり」
日時 8月4日（日）10:00～17:30
場所 ピフレ大ホール　
定員 400人（先着）　料金 無料　
申し込み 不要
問新長田勤労市民センター☎643-2431 
　

　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
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 7月6日(土)、20日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 7月13日(土)、27日(土)
14：00～14：30
定員 20人（先着）
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 7月17日(水)10:30～11:00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 7月26日(金)10:30～11:30
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　スタンウェイをピフレで弾いてみよう！
対象 ピアノを習っている人（伴奏での利
用も可）
日時 8月9日（金）10:00～16:30
場所 ピフレ大ホール
定員 30人程度（先着）
料金 500円/5分 ※1申し込み6口まで
申し込み 7月31日（水）までに①10:00～
12:00②12:00～14:00③14:00～16:00
から希望時間を選んで☎か直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 ピフレホールの講演・講習
●韓国朝鮮家庭料理
日時 7月27日（土）10:00～12:00
定員 36人（先着）
料金 2,500円
申し込み 7月25日（木）までに☎か直接
問へ
●夏休み親子教室手作りパン教室
日時 8月3日（土）10:00～12:00
定員 18組36人（先着）
料金 2,200円
申し込み 7月8日（月）～31日（水）に☎か
直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

  親子ふくし講座
対象 小学生の親子
日時 7月28日（日）10：00～12：00
場所 区役所6階・7階
料金 無料
詳細 問のホームページに掲載
申し込み 住所・氏名・電話番号・Eメールア
ドレスを記入し、ⒻかＥメールか直接問へ
問〒653-8570（住所不要）長田区社会
福祉協議会
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　 nagatavc@aqua.famille.ne.jp
　長田区社会福祉協議会     　検索

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 7月12日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金 無料
問西市民病院
☎576-5251 Ⓕ576-5358

 
　
 すくすく赤ちゃんセミナー
対象 5～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 7月11日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
申し込み ☎で問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　地域子育て応援プラザの催し
●離乳食セミナー
対象 1歳以下の子どもと保護者、または
プレパパ・ママ
日時 7月23日（火）10:00～11:50
場所 ふたば保育所（二葉町7-1-30）
料金 無料
定員 10組（申し込み多数の場合は抽選）
申し込み 7月10日（水）までに☎かⒻかE
メールで問へ
●プラザ・de・KOKOKARA
  （学んで作っておいしく食べよう！）
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 8月9日（金）10:00～13:00
場所 六間道商店街 アール3
定員 15組（抽選）
料金 大人500円、子ども300円
申し込み 7月22日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
     plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp
※いずれも当日7:00の時点で気象警報
発令の場合中止

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 

地域文化資源保存活動補助金の
募集

結核健診（胸部エックス線検査）

神戸市都市空間向上計画（素案）
説明会・相談会

 お知らせ

スタインウェイを
ピフレで弾いてみよう！

 催し

ながた
7月の情報BOX ピフレホールの講演・講習

夏休み自由研究
親子ふくし講座

 講演・講習

ふたば学舎内に「ふたば国際プラザ」が
オープンしました！

鉄人ビアガーデン

しんながた図書館だより

長田区民夏季毎日登山会

第34回「新長田民謡まつり」

都市空間向上計画　　　検索

新長田の夏の風物詩が今年も開催されます！今年のテーマは「昭和レトロ」。
新しい時代“令和”を迎えたまちに、鉄人28号が誕生した昔懐かしい“昭和”
の世界が広がります。
今年で10周年を迎える鉄人28号モニュメントと共にビアガーデンを楽しん
でみませんか？
日時／7月26日（金）～８月4日（日）の計10日間
17：00～21：30　※雨天中止。順延なし
場所／若松公園・鉄人広場
問NPO法人KOBE鉄人PROJECT ☎646-3028 Ⓕ642-3444

ときめき誕生祭
新長田合同庁舎の完成を記念して、周辺商店街で「ときめき誕生祭」が開催
されます！特設屋台ブースや昭和歌謡ショーなど、大人から子どもまで楽しめ
るイベントが盛りだくさんです。これからますますパワーアップして目が離せ
ない新長田に、ぜひお越しください！
日時／7月６日（土）11：00～17：00
場所／大正筋商店街・六間道５丁目商店街 ほか
問神戸ながたＴＭＯ ☎612-7260 Ⓕ646-3007

今後も多様な国籍の人々の増加が見込まれる中、多文化共生社会実現のた
めの国際交流施設として6月1日に「ふたば国際プラザ」をオープンしました。
この施設は「地域とともに進める多文化共生の拠点施設」を基本理念に、在住
外国人支援や日本人と外国人の交流の推進を行う予定です。国籍や年齢など
の区別なく集い、利用できる施設ですので、お気軽にお越しください。

ふたば国際プラザ　　　検索

「ふたば国際プラザ」交流スペース オープニングイベントでは、神戸ベトナム
人会に開設祝いの踊りを披露いただきま
した。
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各種相談
区役所法律相談
問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   　定員／20人（先着・要予約）
　※区ホームページでも予約が可能になりました

行政相談
問兵庫行政評価事務所行政相談　☎321-1100 Ⓕ333-7919　
　日時／7月9日（火）13：00～15：00 　場所／区役所３階 相談室

成年後見制度事前相談室
問区社会福祉協議会　☎511-4277 Ⓕ574-2427
　日時／7月26日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

税務相談
問近畿税理士会長田支部　☎747-0588
　日時／7月4日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

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

7月12日（金）、8月9日（金）

7月25日（木）

7月9日（火）、8月13日（火）

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
7月8日（月）・30日（火）、8月９日（金）

8月1日（木）

9：15～11：00

9：15～11：00

  

 

区役所６階

新長田勤労市民センター3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の健康診査（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
　　 ②30歳および40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 30歳、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）
•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）
等健康不安のある人
•肝炎ウイルス検査　無料、40歳以上
•骨粗しょう症検診　1000円、男性満40歳以上、女性満18歳以上
※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
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）

7月1日～8月15日

申

 地域文化資源保存活動補助金の募集
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審査の上、補
助します。
対象 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
補助金額 補助対象経費総額の1/2（上
限50万円）
募集期間 7月1日（月）～31日（水）
※詳細は問で配布する募集要項に記載
問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301

 
　結核健診（胸部エックス線検査）
受診者には粗品進呈。必要に応じて、たん
の検査も実施します。
対象 1年以内に受診歴のない15歳以上
の神戸市民
日時 8月2日（金）9:15～11:00
場所 区役所西側ロータリー
料金 無料
申し込み 不要
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　神戸市都市空間向上計画（素案）
   説明会・相談会
申し込み不要
●説明会
日時 7月16日（火）18:30～
場所 新長田勤労市民センター別館ピフ
レホール 会議室Ａ
●相談会
日時 7月23日（火）9:30～11:30、
7月25日（木）14:00～17:00
場所 区役所7階 702会議室
※他区開催の説明会・相談会にも参加可能
詳しくは
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　長田区民夏季毎日登山会
期間 7月21日（日）～8月31日（土）の42日間
署名場所 高取山(清水・中の・安井・月見茶屋)
※同一茶屋の署名簿に30日以上自筆署
名した人には、署名した茶屋で9月15日
(日)以降に粗品を贈呈
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　●第34回「新長田民謡まつり」
日時 8月4日（日）10:00～17:30
場所 ピフレ大ホール　
定員 400人（先着）　料金 無料　
申し込み 不要
問新長田勤労市民センター☎643-2431 
　

　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
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 7月6日(土)、20日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 7月13日(土)、27日(土)
14：00～14：30
定員 20人（先着）
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 7月17日(水)10:30～11:00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 7月26日(金)10:30～11:30
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　スタンウェイをピフレで弾いてみよう！
対象 ピアノを習っている人（伴奏での利
用も可）
日時 8月9日（金）10:00～16:30
場所 ピフレ大ホール
定員 30人程度（先着）
料金 500円/5分 ※1申し込み6口まで
申し込み 7月31日（水）までに①10:00～
12:00②12:00～14:00③14:00～16:00
から希望時間を選んで☎か直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 ピフレホールの講演・講習
●韓国朝鮮家庭料理
日時 7月27日（土）10:00～12:00
定員 36人（先着）
料金 2,500円
申し込み 7月25日（木）までに☎か直接
問へ
●夏休み親子教室手作りパン教室
日時 8月3日（土）10:00～12:00
定員 18組36人（先着）
料金 2,200円
申し込み 7月8日（月）～31日（水）に☎か
直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

  親子ふくし講座
対象 小学生の親子
日時 7月28日（日）10：00～12：00
場所 区役所6階・7階
料金 無料
詳細 問のホームページに掲載
申し込み 住所・氏名・電話番号・Eメールア
ドレスを記入し、ⒻかＥメールか直接問へ
問〒653-8570（住所不要）長田区社会
福祉協議会
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　 nagatavc@aqua.famille.ne.jp
　長田区社会福祉協議会     　検索

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 7月12日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金 無料
問西市民病院
☎576-5251 Ⓕ576-5358

 
　
 すくすく赤ちゃんセミナー
対象 5～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 7月11日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　料金 無料
申し込み ☎で問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

　地域子育て応援プラザの催し
●離乳食セミナー
対象 1歳以下の子どもと保護者、または
プレパパ・ママ
日時 7月23日（火）10:00～11:50
場所 ふたば保育所（二葉町7-1-30）
料金 無料
定員 10組（申し込み多数の場合は抽選）
申し込み 7月10日（水）までに☎かⒻかE
メールで問へ
●プラザ・de・KOKOKARA
  （学んで作っておいしく食べよう！）
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 8月9日（金）10:00～13:00
場所 六間道商店街 アール3
定員 15組（抽選）
料金 大人500円、子ども300円
申し込み 7月22日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
     plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp
※いずれも当日7:00の時点で気象警報
発令の場合中止

  第339回 サロンコンサート  第339回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／7月24日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／田中 靖子（ピアノ）、
　　　雁瀬 由香（ピアノ）
曲目／ムーアの主題による変奏曲　
　　　（ショパン）、
　　　「眠りの森の美女」よりワルツ
　　　（チャイコフスキー）ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 Ⓕ333-3314

西市民病院「糖尿病教室」

すくすく赤ちゃんセミナー

地域子育て応援プラザの催し

 子育て

善意銀行 4月分（順不同・敬称略）
株式会社マルハン、
三ツ星ベルトふれあい協議会
ありがとうございました。

子育て情報紙夏版

なつひろばなつひろば が完成しました！

水遊び、プール開放、夏まつり、夕涼み会はもち
ろん、クールスポットなどの情報も満載した「な
つひろば」。
区内の児童館、幼稚園、認定こども園、保育園、
保育所、区役所などで配布しています。
また、地域子育て応援プラザ長田のホームペー
ジにも掲載していますので、ぜひご覧ください♪
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●長田区の姿（令和元年6月1日現在） 人口：95,466人  世帯数：49,439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　　　　　　　　　 
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【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐23017

今年も夏祭りの季節がやってきました！
そこで、今回は区内各地で開催されるお祭りを紹介します。

夏の風物詩のお祭りに、ぶらっとこーへん？　　　
　　　　

長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB

な
が
た
の

前
編

御菅の七夕まつり
7月6日（土）10：0

0～12：00

場所／みくらすいせ
ん公園　

2年ぶりの開催！

内容／笹飾り、すい
とんぜんざい、

　　　かき氷、昔の
あそび

駒林神社 ちのわ夏まつり
7月14日（日）・15日（月・祝）
16：00～21：00
場所／駒林神社境内　

夏休み前に神社で健康祈願！

内容／茅の輪くぐり、湯立神楽、縁日、
　　　ステージイベント、抽選会

夏越ゆかた祭
7月17日（水）・18日（木）
16：00～21：00
場所／長田神社境内および周辺地域

ゆかたでナイト！

内容／屋台、ゲーム、ダンスパフォー
　　　マンスなど

大正筋縁日
7月20日（土）15：30～19：30
場所／大正筋商店街全域　

地域が一緒に楽しめる！

内容／縁日、屋台

地域ふれあい夏の夕べ
7月27日（土）18：00～20：00
場所／室内小学校

ビンゴ大会は景品付き！

内容／屋台、ビンゴ大会など

アジアンデーナイト
7月28日（日）10：00～15：00　
場所／六間道商店街3丁目

歌って踊ってみんなで楽しもう♪

内容／子ども、高齢者、外国の仲間と歌・踊り・
　　　　屋台での交流（舞台11：00～）

ビッグハートちゃん夏まつり
7月28日（日）14：00～20：00
場所／本町筋商店街　

子どもも大人も楽しめる♡

内容／子ども縁日、阿波踊り（鳴門市より）
　　　16時～ビアガーデン

小雨
決行

小雨
決行

小雨
決行 小雨

決行

雨天
中止

細田神楽まちづくり協議会 そうめん流し
7月28日（日）10：00～無くなり次第終了場所／シューズプラザ前～　長田郵便局南側（せせらぎ通り）

夏の風物詩、そうめん流し・ざりがに釣りへカモーン！！

内容／そうめん流し、ざりがに釣り

雨天
中止

雨天中止

屋外
イベントのみ

雨天
順延

近くの祭りに
参加してみよう！

長田ふれあい夏まつり
7月27日（土）17：30～20：00
場所／長田小学校

地域がひとつとなるイベント！！

内容／盆踊り、スーパーボールすくい、
　　　屋台（かき氷、フランクフルト、
　　　おでん）、グラウンドゴルフなど

2019神戸・長田たなばたま
つり　

真野地区 七夕祭
7月28日（日）10：0

0～15：00

場所／三ツ星ベルト株式会社
 神戸本社 特設会場

長田の夏の風物詩！！

内容／ステージイベ
ント、屋台

小雨
決行雨天

順延
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