
長田区南部にある駒ヶ林漁港では、約40人の漁師が毎朝船を出し、美味しい魚
などを出荷しています。この日は親子向けの漁業体験や、漁師による新鮮な魚の
販売、近隣の飲食店による魚を使った料理の販売を行います。
ぜひお立ち寄りください。
日時  11月29日（日）※雨天決行、荒天中止
●第1部   9:00～11:30／親子漁業体験（要予約）
●第2部 12:00～16:00／鮮魚・飲食販売
場所  駒ヶ林漁港横倉庫（神戸市長田区駒ヶ林町3丁目1）
対象 親子漁業体験は小学1～6年生と保護者
料金  親子漁業体験 1組1,000円
申し込み 11月9日（月）までに下記WEBサイトから申し込み
https://kobecity-official-event.jp/form/1488
定員  20組（抽選）※子ども１人と保護者1人で1組
問 市事業・イベント案内センター　☎333-3372

催し

第15回を迎え、延べ40人・団体が受賞
してきた神戸長田文化賞。このたび、
過去の受賞者の作品が並ぶ歴代受賞者
展が区内2カ所で開催されます。
●第1部
会場  旧角野邸（駒ヶ林町2丁目）
日時  11月27日（金）～29日（日）
10:00～17:00
出展・参加 
馬渕洋（造形作家）第八回神戸長田文化賞
おかいみほ（絵本作家）第十三回神戸
長田文化賞
●第2部
会場  兵庫県立神戸生活創造センター
1階展示ギャラリー
日時  12月2日（水）～6日（日）
10:00～17:00（最終日のみ15:00まで）
出展・参加 岸本吉弘（画家）第三回神戸
長田文化賞受賞
大谷燠（NPO法人ダンスボックス）
第七回神戸長田文化賞
主催  神戸長田文化賞実行委員会
料金  無料
問 区まちづくり課
☎579-2311（内221）　Ⓕ579-2301

対象 5～12歳（保護者見学可）
日時  11月28日（土）
11:00～、14:00～／2回公演
場所  ふたば学舎３階講堂
料金  無料
申し込み ①参加者名②年齢③保護者名
④見学希望者名（全員分）⑤参加希望
日時⑥連絡先（電話番号）を記入の上
メールで問へ
定員  各30人（先着順・要予約）
問 NPO法人ダンスボックス
☎646-7044　Ⓕ646-7045
 　info@db-dancebox.org

日時  11月20日（金）
14:00開演、13:30開場
場所  ピフレホール
料金  【前売】1,500円（当日2,000円）
申し込み チケットのお求めはピフレ
ホールまで
問 区文化センター別館 ピフレホール
☎621-1120　Ⓕ621-0914

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  11月7日(土)、21日(土)
Ⓐ14:00～14:30　Ⓑ14:30～15:00
定員  8人（先着）
●アニマシオン
対象 小学生
日時  11月14日(土) 10:30～11:45
定員  8人（先着）
申し込み 11月1日(日)より受付
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  11月14日(土)、28日（土）
14:00～14:30
定員  8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  11月18日（水）10:30～11:00
定員  5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  11月27日(金)10:30～11:30
定員  5組（先着）
問 新長田図書館
☎691-1600　Ⓕ691-2181

新型コロナウイルスの影響に
よるイベントなどの延期・中
止は、それぞれの問い合わせ先
に確認してください。

対象  血糖値が高い人やそのご家族など
日時 11月13日（金）14:00～14:30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金  無料
定員  50人（先着）
問 西市民病院
☎576-5251　Ⓕ576-5358
適切な感染症対策を講じたうえでの開
催を予定しています。

講演・講習
糖尿病教室

①第7回
日時 11月13日（金）14:00～15:00
題目 終活セミナー これだけは！
講師  生駒 貴徳 氏
②第8回
日時 12月4日（金）14:00～15:00
題目 人権セミナー
講師  タレント・羽衣国際大学教授
にしゃんた 氏
申し込み ①10月16日（金）～11月12日
（木）、②11月13日（金）～12月3日（木）
までに直接来館か電話で、名前・住所・
電話番号を問へ
※本人のみ
※事前申し込みなしでの当日参加不可
場所  長田公民館本館 体育室
料金  無料
定員  100人（先着）
※同時手話通訳あり
問 長田公民館　☎575-1374

しんながた図書館だより

わがまちコンサートピフレ
神戸市室内管弦楽団 名曲昨今
～弦楽四重奏から始まる旅～

日時  11月16日（月）、17日（火）
9:00～12:00、13:00～15:30
場所 区役所7階大会議室
問 区まちづくり課
☎579-2311（内線225）
Ⓕ579-2336

長田区の行政相談員として顕著に活躍
した、その功績を称え、松田威子さんが
令和2年度兵庫県行政評価事務所長感
謝状を受領されました。おめでとうご
ざいます。
問 区まちづくり課
☎579-2311
（内線212）

お知らせ
長田区一斉クリーン作戦
（12月6日）の軍手・ゴミ袋を配布

子どものダンス体験プログラム！
ダンスキャラバン2020

行政相談員の表彰

リフレッシュセミナー

海と、魚と、
～駒ヶ林の海と、魚と、〇〇を楽しむマーケット～

ダンスキャラバン 2020 長田 検 索

第1回ながた芸術の杜
～神戸長田文化賞歴代受賞者展～

申し込み
はこちら
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新長田駅構内

●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 4番窓口 　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  11月10日（火）13:00～15:00　場所  区役所3階 4番窓口
●成年後見制度の利用手続き相談室
問長田区社会福祉協議会　 ☎511-4277　Ⓕ574-2427
日時 11月27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  11月5日（木）13:00～16:00（要予約）　場所（公社）長田納税協会
●♯8900（ハヤクオーエン）ひきこもり相談会
問 神戸ひきこもり支援室　☎♯8900または☎361-3521
　 hikikomori_shien@office.city.kobe.lg.jp
対象  ひきこもり状態にある本人、家族など
日時  11月17日（火）、12月1日（火）13:30～、15:00～
場所 区役所５階４番相談室　定員  2組まで（先着）

※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 ①区こども家庭支援課　　☎579-2311 Ⓕ579-2344
　　  ②区あんしんすこやか係　☎579-2311 Ⓕ579-2343

●区役所での乳幼児健診
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。転入された人やご
案内が届いていない人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。

■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人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歳以下の人については、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・・・・・・・・無料、満15歳以上で受診機会のない人、
　（結核健診）　　　　　  石綿（アスベスト）など健康不安のある人
●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）

長田区保健だより
11月1日～12月15日

各種相談（無料）

■区役所での健診など
事業名 実施日 受付時間 会場

①健康相談・栄養相談（予約制）11月10日（火）、12月8日（火） 9:00～11:00 6階

精神保健
福祉相談

相談員（予約制）

医  師  （予約制）

随時 2階

5階
11月13日（金）、12月11日（金）

11月26日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

でんきのマツナガ 松永和雄、
認定こども園 神楽こども園、
株式会社マルハン
ありがとうございました。

善意銀行2年8月分
（順不同・敬称略）

11月6日（金）、25日（水）、12月7日（月） 9:15～11:00 長田区役所６階
実施日 受付時間 会場

子育て

対象 8カ月～2歳までの子どもと保護者
日時 12月11日（金）10:00～12:00
場所 みすまる保育園（池田広町３）
料金  250円
申し込み 11月20日（金）までに問へ 
定員  5組（抽選）
問 地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581　Ⓕ579-6582
　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

対象  幼児（概ね1～3歳まで）とその
保護者
日時 11月13日（金）10:30～12:00
場所 長田区文化センター４階文化教室
料金  無料
申し込み 11月12日（木）までに問へ
問 長田区あじさい講座事務室
☎643-2436

問区まちづくり課
☎579-2311（内線228）

給食体験

新長田には2カ所にストリートピアノが設置されています ♫
もちろん誰でも自由に弾いてOK！あなたも弾いてみませんか？
たまにストリートライブも開かれるのだとか。
ライブ情報は二次元コードよりご確認ください！

第351回
サロンコンサート
11月のサロンコンサートは動画
のみのお届けです。
【出演】新谷一馬（テノール）、
　　　 田中真央（ピアノ伴奏）
【曲目】オペラ「アルルの女」より
フェデリーコの嘆き（チレア）
君なんかもう（トスティ）ほか
11月27日ごろに区のホームペー
ジより動画で配信します。

https://www.city.kobe.lg.jp/h53
961/kuyakusho/nagataku/jyou
hou/machiinfo/index.html

◀ 動画はこちら

ライブ情報の
詳細はこちら

をご存知ですか？♫ストリートピアノ

問区まちづくり課
579-2311（内線228）

親子の学び教室
～親子ふれあいトミック～

給食体験の
申し込みはこちら
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第7回は長田区内の映画の撮影場所（ロケ地）を巡ります。スタートとゴールもロケ地と
なった場所です。場所がわかりにくい場合は「神戸フィルムオフィス」で検索。最新の
ロケ地マップが確認できます。紙面には掲載できなかった情報もあります。
ぜひご活用ください。

●難易度

●所要時間：約    2時間
●総 距 離：約 5.7km

❶ 長田区役所

❷ 六間道商店街

❸ 二葉34商店街

❹ 丸五市場

❺ 西神戸
　 センター街

❻ ふたば学舎

❼ 長田港

❽ 角野邸

扇港湯

市営地下鉄長田駅

気になる場所だけ巡るのも
いいかもしれません

長田区まちづくり課　☎ 579-2311（内線212） FAX 579-2301

スタート

ゴール

おさんぽコース

歩いた後は
おふろでさっぱり
しましょう！

毎月紹介される銭湯にスタンプ欄
記載の期限までに入浴でスタンプ
ゲット。
広報紙持参をお忘れなく！
11カ所全てのスタンプを集めると
記念品をプレゼント！
応募方法などは2021年3月号でお
知らせしますのでそれまで集めた
スタンプの保管をお願いします。

広報紙11月号
ながたのおふろを巡ってながたのおふろを巡って

記念品ゲット！記念品ゲット！

広報
紙11月号

　

　
　 扇港湯

銭 湯
スタンプ
ラリー

07
2020.12.31まで

※応募は1人1応募のみ

大人数でのウオーキングは避け、公園など人が集まる場所では3密にならないよう、気をつけましょう！

ゴール！
わたぬき よしみち

営業時間13:00～25:00（月曜定休）
☎611-0512

映画『クローズ EXPLODE』のロケ
地にもなった昔ながらの銭湯。3m超
の汲み出し洗い専用槽は圧巻。

綿貫 善通 さん
しげこ

綿貫 茂子 さん

店主

写真

扇港湯

A 大丸山公園（〒653-0806 長田区大丸町2丁目2）
【映画】『思い、思われ、ふり、ふられ』 【公開・放映年】2020年
【撮影シーン】夜明けのシーンなど、主人公たち4人が
                 よく訪れる街が見渡せる高台

B 長田神社（〒653-0812 長田区長田町3丁目1-1）
【映画】『思い、思われ、ふり、ふられ』 【公開・放映年】2020年
【撮影シーン】夏祭りのシーン

C 苅藻（〒653-0033 長田区苅藻島町2丁目3）
【映画】『フォルトゥナの瞳』 【公開・放映年】2019年
【撮影シーン】慎一郎（神木隆之介さん）が勤める店がある町として登場

D 大国公園（〒653-0053 長田区本庄町2丁目１）
【映画】『メモリーズ・コーナー』 【公開・放映年】2013年
【撮影シーン】主人公のフランス人女性ジャーナリストが訪れる公園

● 

足
伸
ば
し
コ
ー
ス

450m 5分450m 約5分

【映画】『ふたたび swing 
me again』
【公開・放映年】2010年
【撮影シーン】神戸の警察
に保護された貴島（財津一
郎さん）を、孫（鈴木亮平さ
ん）が迎えにくるシーン　
　　　　　　 　　　　ほか

長田区役所1

【映画】『ふたたび swing 
me again』
【公開・放映年】2010年
【撮影シーン】貴島（財津
一郎さん）が、息子夫婦（陣
内孝則さん、古手川祐子さ
ん）と和解する楽屋での
シーン　　　   　　　ほか

ふたば学舎

【映画】『ふたりの旅路』
【公開・放映年】2017年
【撮影シーン】ケイコ（桃
井かおりさん）が住む家
　　　　　  　　　ほか

角野邸8
【映画】『ありがとう』
【公開・放映年】2006年
【撮影シーン】古市忠夫
（赤井秀和さん）がトレー
ニングをした場所

長田港7

ルカ（黒木メイサさん）の
実家の八百屋に源治（小栗
旬さん）がたずねるシーン。
名物「丸五丼」はロケ弁に
も登場！　　　　　　ほか

丸五市場4

合コンに失敗した源治（小
栗旬さん）、牧瀬（高橋努さ
ん）らが語り合うシーン　
　　　　　　　 　　　ほか

六間道商店2

【撮影シーン】拳（やべきょ
うすけさん）が源治（小栗
旬さん）らを引き連れてナ
ンパしているシーン

西神戸センター5

【映画】『紙の月』
【公開・放映年】2014年
【撮影シーン】主人公（宮沢りえさん）
が年下の男性（池松壮亮さん）と運
命の出会いをするのはこの駅

市営地下鉄長田駅スタート

源治（小栗旬さん）らG・P・
Sが雨の中最後の決戦に向
かうシーン　　   
　　　　　　　 　　　ほか

二葉34商店3

神戸フィルムオフィス

ロケ地について
詳しくはこちら

検 索

6

分

分

分

分

分

分

200m 約5分

150m 約5分

250m 約5分

450m 約10分

1㎞ 約15分

800m 約15分

分350m 約10分

【映画】『クローズZERO』【公開・放映年】2007年
【撮影シーン】

※「ロケ」は「ロケーション」の略

分1.8㎞ 約45分
（休憩含む）（休憩含む）

人口：94,213人／世帯数：49,369世帯／面積：11.36km²
【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）

長田区まちづくり課　〒653-8570  長田区北町3-4-3
☎（078）579-2311（内線211）/FAX（078）579-2301　　nagata@office.city.kobe.lg.jp 

長田区の姿（令和２年10月1日現在）

16

長田区 検 索 長田区FB 検 索 神戸市長田区 検 索● ホームページ

神戸市広報印刷物登録 令和2年度第7号-7（広報印刷物規格A-1類）

発行

区民広報紙
- n a g a t a -11月号
2020


