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 精霊送り
日時 8月15日（木）16:00～20:00
場所 区役所前広場　※小雨決行
※ビール、酒、缶詰などは持ち込み不可
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

 
　優良クリーンステーションの候補募集
美しく保たれているステーションを顕彰。
対象 定期的な清掃やマナー・ルールなど
が守られているステーション。※基準な
ど詳しくは申込用紙をご確認ください。
申し込み 8月30日（金）までに問または区
役所で配布する申込用紙を郵送かⒻで問へ
問環境局長田事業所
〒653-0025真野町9-24
☎652-1441 Ⓕ652-1443

　長田のものづくりツアー
対象 小学４年生以上(小学生は保護者付
き添い要)
日時 8月20日（火）9：30～12：30
場所 （株）千代田精機、山城機工（株）
※各自スリッパ持参
定員 12組24人（抽選）
申し込み 8月8日（木）までに下記Web
サイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/573
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314
　長田区　ものづくり　　 　　検索　

　夏休み子ども教室　ふたば夏の陣
対象 自由研究の題材を探している小学
生など
日程 7月25日（木）～８月31日（土）
場所 ふたば学舎
問ふたば学舎
☎646-8128 
Ⓕ646-8138

　

　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 8月3日(土)、17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 8月10日(土)、24日(土) 、31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 8月21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 8月23日(金)10：30～11：30
●大人の楽しい朗読
対象 成人
日時 8月24日(土)11：00～12：00
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　長田わいわいステージショー
対象 区内に在住･在勤･在学の団体およ
び個人
日時 10月5日(土) 10:00～15:30
場所 ピフレホール　
料金 5分(出入場含む)につき3,000円
申し込み 問で配布の出演者申込書に記
入の上、8月23日（金）までに参加料を添
えて直接問へ
問あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

 サマーコンサート　
須磨翔風高校和太鼓部による演奏
日時 ８月１６日（金）14：00～15：30
場所 長田公民館 体育室
料金 無料　※手話通訳あり
申し込み 不要
問長田公民館
☎575-1374 
Ⓕ575-1785

 フラワーアレンジメント教室
日時 8月25日（日）13：30～15：30
場所 ピフレホール　
定員 25人（先着）
料金 2,500円
申し込み 8月10日（土）までに☎かⒻか
直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 日向神話「海幸彦と山幸彦」
日時 ９月10日（火）、17日（火）の２日間
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 30人（先着）
料金 1,000円（２日分一括払い）
申し込み 9月7日（土）までに☎か直接問へ
問新長田勤労市民センター 本館
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 

　すくすく赤ちゃんセミナー
ステージやおまつりごっこ
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 ８月29日（木）10:00～11:30
※７:00の時点で気象警報発令の場合中止
場所 区役所7階
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

　森山 和泉氏　講漫画で演会
日時 8月14日（水）12:30～16:00
場所 ユースステーション長田（新長田勤
労市民センター内）
料金 無料（縁日のみ有料）
問ユースステーション長田
☎Ⓕ 643-2438

　子の学び教室
いざというときの心肺蘇生法とAEDの
使い方
日時 8月9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

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 

精霊送り

優良クリーンステーションの
候補募集

 お知らせ

ながた
8月の情報BOX

善意銀行 5月分（順不同・敬称略）
ありがとうございました。
若松ふれあいのまちづくり協議会、㈱mi-kittyミキティ介護事業所、
丸山地区民生・児童委員協議会、真陽ふれあいのまちづくり協議会、
長田高校ＰＴＡ、株式会社マルハン

第５回リフレッシュセミナー　
サマーコンサート　

フラワーアレンジメント教室

日向神話「海幸彦と山幸彦」

 講演・講習 催し
第６回ながたのものづくりツアー

夏休み子ども教室 ふたば夏の陣

長田わいわいステージショー

しんながた図書館だより　

長田区公式インスタグラムは
ご覧になられましたか？

兵庫高校の生徒が
長田区の課題に
取り組みます

長田区内のイベント情報の掲載だけではありません。
長田の魅力が詰まった皆さんの写真や動画の投稿を
リポストして紹介しますので、「＃kobe_nagatagram」
や長田区が募集する「＃○○○○」を付けて投稿してく
ださい！
先月・今月と特集している夏祭りについてもどんどん
参加し、どしどし投稿してくださいね♪ 
皆さんの閲覧、投稿をお待ちしています♪

兵庫高校創造科学科１年生が、
授業の一環としていろいろな地
域に飛び出して活動します。

神戸市長田区　　　　　検索

昨年度もイベント企画やグッズ開発など、多くの方々にご協力いただきま
した。ありがとうございました。

昨年度の活動風景一例

３月末に開設したインスタグラム「神戸市長田区公式アカウント」

地域の皆さん、ご協力
よろしくお願いします！
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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

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／8月23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／8月1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

8月9日（金）、9月13日（金）

8月22日（木）

8月13日（火）・20日（火）
9月10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

8月1日（木）、9月3日（火）

8月９日（金）、9月9日（月）

8月22日（木）

9：15～11：00

9：15～11：00

9：15～11：00

  

 

新長田勤労市民センター3階

区役所６階

丸山コミュニティセンター

※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　1,000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）

8月1日～9月15日

申

 精霊送り
日時 8月15日（木）16:00～20:00
場所 区役所前広場　※小雨決行
※ビール、酒、缶詰などは持ち込み不可
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314

 
　優良クリーンステーションの候補募集
美しく保たれているステーションを顕彰。
対象 定期的な清掃やマナー・ルールなど
が守られているステーション。※基準な
ど詳しくは申込用紙をご確認ください。
申し込み 8月30日（金）までに問または区
役所で配布する申込用紙を郵送かⒻで問へ
問環境局長田事業所
〒653-0025真野町9-24
☎652-1441 Ⓕ652-1443

　長田のものづくりツアー
対象 小学４年生以上(小学生は保護者付
き添い要)
日時 8月20日（火）9：30～12：30
場所 （株）千代田精機、山城機工（株）
※各自スリッパ持参
定員 12組24人（抽選）
申し込み 8月8日（木）までに下記Web
サイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/573
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372 Ⓕ333-3314
　長田区　ものづくり　　 　　検索　

　夏休み子ども教室　ふたば夏の陣
対象 自由研究の題材を探している小学
生など
日程 7月25日（木）～８月31日（土）
場所 ふたば学舎
問ふたば学舎
☎646-8128 
Ⓕ646-8138

　

　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 8月3日(土)、17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 8月10日(土)、24日(土) 、31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 8月21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 8月23日(金)10：30～11：30
●大人の楽しい朗読
対象 成人
日時 8月24日(土)11：00～12：00
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　長田わいわいステージショー
対象 区内に在住･在勤･在学の団体およ
び個人
日時 10月5日(土) 10:00～15:30
場所 ピフレホール　
料金 5分(出入場含む)につき3,000円
申し込み 問で配布の出演者申込書に記
入の上、8月23日（金）までに参加料を添
えて直接問へ
問あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

 サマーコンサート　
須磨翔風高校和太鼓部による演奏
日時 ８月１６日（金）14：00～15：30
場所 長田公民館 体育室
料金 無料　※手話通訳あり
申し込み 不要
問長田公民館
☎575-1374 
Ⓕ575-1785

 フラワーアレンジメント教室
日時 8月25日（日）13：30～15：30
場所 ピフレホール　
定員 25人（先着）
料金 2,500円
申し込み 8月10日（土）までに☎かⒻか
直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 日向神話「海幸彦と山幸彦」
日時 ９月10日（火）、17日（火）の２日間
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 30人（先着）
料金 1,000円（２日分一括払い）
申し込み 9月7日（土）までに☎か直接問へ
問新長田勤労市民センター 本館
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 

　すくすく赤ちゃんセミナー
ステージやおまつりごっこ
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 ８月29日（木）10:00～11:30
※７:00の時点で気象警報発令の場合中止
場所 区役所7階
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

　森山 和泉氏　講漫画で演会
日時 8月14日（水）12:30～16:00
場所 ユースステーション長田（新長田勤
労市民センター内）
料金 無料（縁日のみ有料）
問ユースステーション長田
☎Ⓕ 643-2438

　子の学び教室
いざというときの心肺蘇生法とAEDの
使い方
日時 8月9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340回 サロンコンサート  第340回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／8月28日（水）12：20～12：50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／長田高校音楽部（混声合唱ほか）
曲目／カケル-dedicated  to Hyogo-
　　　僕らのふるさと(県立長田高等
　　　学校オリジナル・ソング)ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 Ⓕ333-3314

長田区 区民スポーツまつり　　　検索

よーせて★なつまつり

ユース長田夏まつり＆お化け屋敷

親子の学び教室
（旧 子育てふれあい教室） 子育て

区民スポーツまつり
①長田区民囲碁ボール大会
対象 区内在住・在勤・在学グループ
　　 （1チーム5人、年齢不問）
日時 ９月８日（日）9：00集合
場所 区役所7階 区民ギャラリー
定員 20チーム（先着）　
料金 無料

②長田区民グラウンドゴルフ大会
対象 区内在住・在勤・在学グループ
　　 （1チーム3人、年齢不問）
日時 ９月29日（日）前半の部8：30、
       後半の部10：10集合　※雨天中止
場所 神戸村野工業高校グラウンド
定員 前後半各32チーム（先着）　
料金 無料

③長田区ママさん卓球大会
既存チームに参加して3ダブルス団体戦
対象 区内在住の女性
　　 （学生除く、1人から参加可）
日時 9月11日（水）9：00～
場所 中央体育館 第一体育室
料金 300円（当日徴収）

申し込み ①②は８月27日（火）まで、③は9月３日（火）までに☎で問または　
　　　　 Webサイトの申し込みフォームへ
問市イベント案内・申込センター ☎333-3372 Ⓕ333-3314
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●長田区の姿（令和元年7月1日現在） 人口：95,383人  世帯数：49,412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　　　　　　　　　 
●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）　　

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐23018 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB

南中ソーラン音頭は必見！
のだきた夏まつり

日時／8月3日（土）16：00～21：30・
　　　4日（日）16：00～21：00
場所／大国公園
内容／盆踊り、屋台、ビンゴゲーム、生バンド、
だいち小学校有志南中ソーラン音頭

雨天
中止

充実しました！ 子どもの遊びコーナー！
真陽盆おどり大会

日時／8月4日（日）17：00～20：30
場所／真陽小学校校庭
内容／17：00～20：00子どもの遊び、
屋台コーナーなど、18：30～20：30盆踊り

雨天
中止

みんなで気持ちのいい汗をかこう！
若松ふれあい盆おどり大会

日時／8月10日（土）・11日（日・祝）
19：00～21：00
場所／若松公園グラウンド
内容／納涼盆踊り

雨天
中止

一緒に楽しみましょう♪
明泉寺夏まつり

日時／8月24日（土）18：00～21：00
場所／明泉寺公園
内容／盆踊り、夜店（焼きそば、おでん、フラン
クフルト、かき氷、スーパーボールすくいなど）

小雨
決行

広がる空と風景の中でお祈りします　　　　　　　
高取山たなばたまつり

日時／8月7日（水）18：00頃
場所／高取神社 本社前
内容／短冊をつるした竹を立て、願い事の
成就と世の中の平穏を祈る

雨天
殿内
斎行

毎年人気の縁日・屋台が勢ぞろい！
ふれあい夏まつり 大縁日

日時／8月7日（水）17：00～20：00頃
場所／新長田1番街商店街、鉄人広場
内容／ゲーム（ダーツ、スーパーボールすくい）、
屋台（たこ焼き、かき氷など）

雨天
決行

新しいやぐらを披露！
長楽ふれまち盆踊り

日時／8月17日（土）18：00～21：00
場所／長楽公園
内容／くじ引き、盆踊り、アイスキャンデー

雨天
翌日
順延

浴衣で来場の方に金券プレゼント！
池田ふれあい盆おどり大会

日時／8月18日（日）18：00～20：00
場所／池田小学校 校庭
内容／盆踊り、夜店（かき氷、ヨーヨー、菓子
すくいなど）

雨天
中止

花火大会は大好評♪
神戸・新長田 思い出夏祭り

日時／8月25日（日）15：00～20：30
場所／アグロガーデン神戸駒ヶ林店 特設会場
内容／盆踊り、模擬店、屋台、大人たちが作る
子どもたちへの花火大会

小雨
決行

先生とおそろいの浴衣で盆踊り♪
蓮池盆踊大会

日時／8月25日（日）16：00～21：00
場所／蓮池小学校 校庭
内容／焼きそば、かき氷、たこ焼き、スーパー
ボールすくいなど

雨天
中止

福引は豪華商品勢ぞろい！
真野ふれあい盆踊り

日時／8月11日（日・祝）18：00～
場所／真野小学校
内容／盆踊り、模擬店、神撫太鼓

総勢70人での盆踊り！
五位ノ池地域 ８ヶ町盆踊りフェスタ

日時／8月17日（土）17：00～20：00
場所／五位の池小学校
内容／盆踊り、模擬店、
高取台中学校吹奏楽部演奏、
五位の池児童館南中ソーラン

小雨
決行

二重三重に広がる盆踊りの輪
星の盆まつり

日時／8月10日（土）15：00～20：00
場所／若松公園、鉄人広場
内容／盆踊り、模擬店（焼きそば、ぼっかけ
ボール、スーパーボールすくいなど）

小雨
決行

雨天
順延

灯ろうは花水木まつりで制作！
七夕灯ろう流し

日時／8月11日（日・祝）19：00～20：00
場所／新湊川（室内橋～長田橋）
内容／灯ろう展示、灯ろう流し

雨天
中止

後 

編

ながたの

いよいよ夏本番。今回も区内各地で
開催されるお祭りを紹介します。
各地で催される夏の風物詩のお祭りに、
ぶらっとこーへん？　　　
　　　　

いよいよ夏本番。今回も区内各地で
開催されるお祭りを紹介します。
各地で催される夏の風物詩のお祭りに、
ぶらっとこーへん？　　　
　　　　

小雨
決行
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