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　スポーツ功労者表彰
平成30、31（令和元）年度に各種スポー
ツ競技で優秀な成績を収めた団体・個人、
区の体育の振興に著しく貢献された個人
への表彰式が1月21日に行われました。

 　

　青少年を地域で讃える賞
区内の身近で頑張っている青少年に「青
少年を地域で讃える賞」を贈りました。
受賞者一覧（順不同）
○市立丸山中学校 バレーボール部
○市立雲雀丘中学校 女子バスケットボール部
○市立雲雀丘中学校 剣道部女子団体
○市立高取台中学校 生徒会
○市立西代中学校 ネットトラブルバスターズ
○市立長田南小学校　
○市立室内小学校 栽培委員会

 第５０回神戸まつり「長田フェスティバル」  
　出演者・出店者募集
日時 5月16日（土）11:00～18:00
場所 新長田 若松公園
○鉄人ステージプログラム出演者（鉄人広場）
料金  無料
内容 バンド・吹奏楽など音楽演奏、ダンス・
踊りなど
資格 主に区内在住・在勤・在学の人で構
成されるグループや団体。事前説明会へ
の出席が必須条件
※事前説明会は、4月15日（水）18:30か
ら区役所会議室で開催予定
○食の広場出店者（多目的広場）
料金 有料（テント代などの出店負担金）
内容 長田らしさを生かした飲食物の販売
に限る
資格 原則区内の事業所・店舗・団体。事前
説明会への出席が必須条件
※事前説明会は、4月16日（木）9:30から
区役所会議室で開催予定
申し込み いずれも2月25日（火）～3月6日
(金)に区役所で配布する所定の申込書に
必要事項を記入し、直接問へ（郵送不可）
※詳細は区役所で配布か区ホームページ
に掲載の募集要項を参照
※いずれも応募多数の場合は選考あり
問神戸まつり長田区協賛会事務局
（区まちづくり課内）
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

 第16回 花水木まつり
 ステージ出演者募集
日時 4月29日（水・祝）11:00～16:00（予
定）※荒天中止
場所 長田神社境内および周辺
資格 区内在住・在勤・在学の人がメンバー
にいること
申し込み 3月7日（土）（必着）までに、住
所・氏名（団体名）・電話番号・出演人数・演
目内容をⒻかEメールで問へ
※後日選考の上、連絡
問花水木まつり実行委員会
　  tameten@atlas.plala.or.jp
☎691-2914 Ⓕ691-2005
※電話は10:00～16:00（日曜・祝日除く）

 長田のものづくりツアー
対象 小学４年生以上(小学生は要保護者同伴)
日時 3月27日（金）9:00～12:00
場所 ㈱ヘンミ、明興産業㈱ ※スリッパ持参
定員 12組24人（抽選）　料金 無料
申し込み 3月9日（月）までに下記サイト
から申し込み
https：//kobecity-official-event.jp/form/1016
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372　
　長田区　ものづくり　    検索　

　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 3月7日(土)、21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 3月14日(土)、28(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 3月18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 3月27日(金)10:30～11:30

●大人の楽しい朗読４周年スペシャル
対象 一般
日時 3月28日(土)11:00～12:00
定員 20人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 スタインウェイを
 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 3月31日（火）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回の申し込みで6口
まで
申し込み 3月2日（月）～21日（土）に
①10:00～12:00②12:00～14:00③
14:00～16:30から希望時間帯を選んで
☎か直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 3月13日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館３階 講義室
料金 無料
問西市民病院総務課
☎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 3月12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　

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 

スポーツ功労者表彰
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3月の情報BOX

西市民病院「糖尿病教室」

 講演・講習

 子育て

 催し

すくすく赤ちゃんセミナー

長田のものづくりツアー

しんながた図書館だより

スタインウェイをピフレで
弾いてみよう！

市内の銭湯で実施しています
●オフンロ巡り
平成29年に実施された人気企画の第
２弾を３月31日（火）まで開催中。長田
区の銭湯は全区の中で最多の11カ
所。スタンプを集めながら銭湯でのん
びり過ごしませんか。
●子育て世帯親子割引サービス 
親子で銭湯を利用すると、子ども（18
歳以下）の料金が無
料になるほか、子ど
も1人につき、親（ま
たは祖父母）1人の
料金が半額になり
ます。ぜひご利用く
ださい。
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372　

善意銀行12月分（順不同・敬称略）
大谷町３丁目北部自治会、久保町１丁目自治会、水笠通４丁目
自治会、丸山地区住民自治協議会、株式会社マルハン、日吉町
５丁目町内会、大谷公園管理運営会、長尾町1丁目自治会
ありがとうございました。

  第349回 サロンコンサート  第349回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／3月18日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／植村翔馬（クラリネット）、
　　　雁瀬由香（ピアノ）
曲目／旅立ちの日に（坂本浩美）、
         春に（木下牧子）
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 
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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

3月13日（金）

3月26日（木）

3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

3月11日（水）

3月17日（火）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

新長田勤労市民センター

※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
　　 ②40歳以上の神戸市国民健康保険加入者（31年度の30歳検診は2月末で終了しました） 
※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歳および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
•風しん抗体検査　風しんクーポン券をお持ちの人対象、クーポン券・本人確認書類必要
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５ （土日祝除く）

3月1日～3月31日

申
　 
　スポーツ功労者表彰
平成30、31（令和元）年度に各種スポー
ツ競技で優秀な成績を収めた団体・個人、
区の体育の振興に著しく貢献された個人
への表彰式が1月21日に行われました。

 　

　青少年を地域で讃える賞
区内の身近で頑張っている青少年に「青
少年を地域で讃える賞」を贈りました。
受賞者一覧（順不同）
○市立丸山中学校 バレーボール部
○市立雲雀丘中学校 女子バスケットボール部
○市立雲雀丘中学校 剣道部女子団体
○市立高取台中学校 生徒会
○市立西代中学校 ネットトラブルバスターズ
○市立長田南小学校　
○市立室内小学校 栽培委員会

 第５０回神戸まつり「長田フェスティバル」  
　出演者・出店者募集
日時 5月16日（土）11:00～18:00
場所 新長田 若松公園
○鉄人ステージプログラム出演者（鉄人広場）
料金  無料
内容 バンド・吹奏楽など音楽演奏、ダンス・
踊りなど
資格 主に区内在住・在勤・在学の人で構
成されるグループや団体。事前説明会へ
の出席が必須条件
※事前説明会は、4月15日（水）18:30か
ら区役所会議室で開催予定
○食の広場出店者（多目的広場）
料金 有料（テント代などの出店負担金）
内容 長田らしさを生かした飲食物の販売
に限る
資格 原則区内の事業所・店舗・団体。事前
説明会への出席が必須条件
※事前説明会は、4月16日（木）9:30から
区役所会議室で開催予定
申し込み いずれも2月25日（火）～3月6日
(金)に区役所で配布する所定の申込書に
必要事項を記入し、直接問へ（郵送不可）
※詳細は区役所で配布か区ホームページ
に掲載の募集要項を参照
※いずれも応募多数の場合は選考あり
問神戸まつり長田区協賛会事務局
（区まちづくり課内）
☎579-2311（内線225） Ⓕ579-2336

 第16回 花水木まつり
 ステージ出演者募集
日時 4月29日（水・祝）11:00～16:00（予
定）※荒天中止
場所 長田神社境内および周辺
資格 区内在住・在勤・在学の人がメンバー
にいること
申し込み 3月7日（土）（必着）までに、住
所・氏名（団体名）・電話番号・出演人数・演
目内容をⒻかEメールで問へ
※後日選考の上、連絡
問花水木まつり実行委員会
　  tameten@atlas.plala.or.jp
☎691-2914 Ⓕ691-2005
※電話は10:00～16:00（日曜・祝日除く）

 長田のものづくりツアー
対象 小学４年生以上(小学生は要保護者同伴)
日時 3月27日（金）9:00～12:00
場所 ㈱ヘンミ、明興産業㈱ ※スリッパ持参
定員 12組24人（抽選）　料金 無料
申し込み 3月9日（月）までに下記サイト
から申し込み
https：//kobecity-official-event.jp/form/1016
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372　
　長田区　ものづくり　    検索　

　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 3月7日(土)、21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 3月14日(土)、28(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 3月18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 3月27日(金)10:30～11:30

●大人の楽しい朗読４周年スペシャル
対象 一般
日時 3月28日(土)11:00～12:00
定員 20人（先着）
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 スタインウェイを
 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 3月31日（火）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回の申し込みで6口
まで
申し込み 3月2日（月）～21日（土）に
①10:00～12:00②12:00～14:00③
14:00～16:30から希望時間帯を選んで
☎か直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 3月13日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館３階 講義室
料金 無料
問西市民病院総務課
☎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 3月12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　

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　☎331-9096　※申し込み不要、先着順
　日時／3月10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／3月27日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

無料

ともそう！ 希望の灯り・ながた 1月17日

３月は鉄人広場に集まれ！！  鉄人春まつり

1月17日（金）、新長田駅前広場の「1.17KOBEに灯りをinながた」をはじめ、自
治会など4団体が、鎮魂と復興の願いを込めて区内各所で灯りをともしました。

獅子ヶ池 花の観賞期間

〇第２回 新長田花の歌謡ショー
花に彩られたステージから昔懐かしい昭和のヒットナン
バーをお届け。今年は商店街でのストリートライブも開
催します。ステージ終了後は来場者にお花のプレゼント
も（先着350人、１人２株）。
日時 3月14日（土）11：00～（11：00～商店街ぶらり歩
き・ストリートライブ、13：30～鉄人広場ステージ、
16：00～お花のプレゼント）
場所 鉄人広場、新長田本町筋商店街、六間道商店街、大
正筋商店街、新長田１番街商店街

〇第10回 高校生鉄人化まつり
長田区の高校生らによる年に一度の
合同文化祭！企画・運営から学生が携
わっており、ステージパフォーマンス
に加え、展示や屋台もあります。今年
のテーマは「Re：鉄人とつくるキセ
キ」。未来を担う学生たちの若さあふ
れるお祭りです。
日時 3月20日（金・祝）11：00～

〇第９回 鉄人ダンスフェス
前回は約500人のダンサーが参加し
た、兵庫県内最大級のダンスフェス
ティバルです。プロ・アマ問わずジャ
ンル問わずで、小さい子どもから大
人まで、華麗なダンスを披露します。
日時 3月21日（土）11：00～

３月の鉄人広場では、イベントが盛りだくさん♪ご家族・友人を誘っての
ご参加をお待ちしています！
場所 鉄人広場(新長田 若松公園) ※雨天時は六間道五丁目商店街

問NPO法人KOBE鉄人PROJECT　☎646-3028 Ⓕ642-3444
【写真 ©光プロ/KOBE鉄人PROJECT2020】

日時 4月4日（土）～12日（日）
       11：00～15：00
場所 獅子ヶ池 
問獅子ヶ池を美しくする会
☎642-3447（丸山コミュニティ・センター内）

片山工房の作品展
片山工房（障害者福祉施設）が神戸市
文化活動功労賞受賞記念の作品展示
を行います。
日時 3月24日（火）～29日（日）
10：00～19：00 ※29日は15：00まで
場所 県立神戸生活創造センター展示
ギャラリー（新長田合同庁舎１階）
問片山工房 
☎646-8177
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●長田区の姿（令和2年2月1日現在） 人口：94,971人  世帯数：49,380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）579‐23013 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB

いかなごウォークラリーを通じて
駒ヶ林がみんなに愛し愛されるまちに

細い路地や路地裏、漁港があり、いかなごのくぎ煮発祥の地と伝わる駒ヶ林で、
今年も駒ヶ林いかなごウォークラリーが開催されます。ゴール地点では“おもて
なし”も♪しょうゆの甘辛い香りに誘われ、ぶらっとこーへん？

旧駒ヶ林公会堂（旧駒ヶ林保育所）
御影公会堂等と同じ清水栄二氏が設計。国の
登録有形文化財として答申された歴史的価値
の高い建物です。

【くぎ煮を作る際のポイント】
●いかなごは半日で傷んで身が崩れやすくなるの
　で、新鮮なものを買ってすぐに煮ましょう。
●高い熱容量で均一に火を通すため、分厚く大きい
　鍋を使いましょう。
●料理酒を入れると身が軟らかくなり煮崩れしやす
　いので、初心者は使用を控えましょう。
●煮崩れを防ぐため、鍋に入れた後ははしを入れな
　いようにしましょう。

いかなご豆知識
こんなん知っとお？

近年続いているいかなごの漁獲量減少
の主な要因は、餌となるプランクトンが
増殖するために必要な「栄養塩」の減
少であることを、兵庫県の研究チームが
突き止めました。窒素やリンなどから成
る栄養塩は、陸から海に流入して赤潮な
どの海洋汚染の原因になります。そこで、
環境保全のため排水規制を行うなど、
栄養塩の減少対策が講じられてきまし
た。その結果、以前より海の水質はきれ
いになりましたが皮肉にも漁獲量は減
少。今後、新たな措置が講じられるとの
ことです。

いかなご豆知識
こんなん知っとお？

一般的にくぎ煮に使うのは、
稚魚の「シンコ」です。親
魚の「フルセ」の旬は３月～
４月で、釜揚げや煮付けのほ
か、焼いたり揚げたりするの
もおすすめです。シンコと同
様、市場では価格が高騰し
ています。

　駒ヶ林いかなごウォークラリーは、駒ヶ林の豊かな伝統や歴史、風情や情緒ある建
物・史跡を紹介するとともに地域を活性化することを目的に、まちの特産であるいか
なごを絡めたイベントとして開催しています。今回で18回目を迎え、ウォークラリーそ
のものが、駒ヶ林に春の訪れを教えてくれるまでに定着したと感じています。
　イベントのポイントは“おもてなし”です。昨年は72㎏ものいかなごを調達し、婦人
会が中心となって1週間も前からくぎ煮や釜揚げを炊き上げて、ゴールされた皆さん
に振る舞う準備をしました。その味は美味の一言ですよ！
　今回も駒ヶ林まちづくり協議会、駒ヶ林中学校のボランティアなど、地域が一丸と
なって、参加者の皆さんに楽しんでいただけるよう、お出迎えします。ぜひ、まちの
隅々まで歩いて、私たちが住む大好きな駒ヶ林の魅力を知ってください。

いかなご豆知識
こんなん知っとお？

長田に春の訪れを教えてくれる

～駒ヶ林いかなごウォークラリー～
いかなご

駒ヶ林いかなごウォークラリー
日程 3月14日（土） スタート ふたば学舎 10：15（受付9：30～）
ゴール 駒ケ林公園（おもてなし11：00～）
距離 5.5km（標準で２時間～２時間半程度）
料金 無料　申し込み 不要問ふたば学舎 ☎646-8128 Ⓕ646-8138

※小雨決行、開催については当日8：30以降に市イベント案内・申込

　センターへ　☎333-3372※いかなごの漁獲量等により内容変更の可能性あり
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駒林神社

「いかなごのくぎ煮
 発祥の地」の石碑

「いかなごのくぎ煮発祥の地」の石碑
地域住民や企業によって建てられた石碑。
駒ヶ林におけるいかなごの歴史がつづられて
います。

胴塚
平清盛の末弟である平忠度を祀る塚。文武
両道の優れた武将で、最期の地が駒ヶ林だっ
たと伝わっています。

路地・路地裏
長田南部の魅力である細い路
地や路地裏を通り、スタンプを
集めてください。マップの順路
はあくまで目安です。

腕塚堂
平忠度の切り落とされた右腕が埋められた場
所として伝わり、腕・腰・足の痛みが治るといわ
れ信仰されています。

駒ヶ林まちづくり協議会 会長　浦井  清五さん

取材協力：株式会社 伍魚福


