
震災継承「震災の消えた傷跡と
神戸の壁遺構達の写真展」

 お知らせ お知らせ

掲載イベントなどの開催について
新型コロナウイルス感染症の影響による
イベントなどの延期・中止は、各問い合わ
せ先に確認してください。

保育所・保育園の来年度の
入所・入園の申込みが始まります

長田区エンジョイランニング大会　
参加者募集！

催し 「コロナに負けるな！
輝け！集まれ！ながたっ子祭」開催！

第19回　おやつはべつばら

糖尿病教室

第8回リフレッシュセミナー

講演・講習
しんながた図書館だより

長田区戦没者遺族慰安会

場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料　
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 10月1日(土)、10月15日(土)
　　　Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 8人(先着)
申し込み 不要
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 10月8日(土)、10月22日(土)、
      10月29日(土)14:00～14:30
定員 8人(先着)
申し込み 不要
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子供と保護者
日時 10 月19日（水） 10:30～11:00
定員 5組(先着)
申し込み 不要
●大人の楽しい朗読
対象 大人
日時 10月22日(土) 11:00～11:30
定員 10人(先着) マナビィ対象
申し込み 不要
●秋の大人のためのおはなし会
対象 大人
日時 10月27日(木)11:00～11:30
定員 6人（先着）
申し込み 不要
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子供と保護者
日時 10月28日(金) 10:30～11:30
定員 5組(先着) 
申し込み 不要
●工作会～ハロウィンにきみも魔法使い
  になれる！マジック工作～
対象 4歳～(未就学児は保護者同伴)
日時 10月30日(日)10:30～11:30
定員 4組(先着)
申し込み 10月18日(火)から☎か直接
　　　　 問へ
●本にカバーをかけよう
   ～ブックコーティング入門～
対象 大人 　　　
日時 11月3日(木・祝)13:30～14:30
定員 4人(先着)
申し込み 10月18日(火)から☎か直接
　　　　問へ
問新長田図書館
☎691-1600 Ⓕ691-2181

善意銀行（7月分・順不同・敬称略）

奥田 茜、三原、株式会社マルハン
ありがとうございました。

なぁタンやはばタンたちと触れ合おう！
射的やダーツ、ミニステージなどなど
みんなで遊んで景品をゲット！
日時 10月9日(日)12:00～16:00
場所 長田区役所
問 市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

赤ちゃんとのふれあい講座

あおぞら☆きょてんじどうかん
「ハロウィン」

子育て

サロンコンサート
第365回

日時 10月19日(水)12:20～12:50
場所 区役所７階 区民ギャラリー
出演 前田真希（ソプラノ） 
 　　志賀俊亮（ピアノ伴奏） 
曲目 朝の歌（R.レオンカヴァッロ）
　　「二番目に言いたいこと」より
　　　今日もひとつ（星野富弘作詞 
　　　なかにしあかね作曲）
料金 無料
申し込み 不要
問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

令和5年4月から区内の保育所・保育園・
認定こども園（朝～夕の利用）・地域型保育
（小規模保育など）の利用希望者は、申請
書（下記窓口または市ホームページで入手
可能）を窓口へ提出してください。
対象 保護者が就労や病気などで保育を
         必要とする乳幼児
申込期間 ①10月20日(木)～11月30日(水)
              ②12月1日(木)～来年2月14日(火)
※①の選考後の空き状況に応じて②の
   追加選考を実施
※先着順ではありませんが余裕をもって
   お申込みください
窓口 区役所５階2番 区保健福祉課
※第一希望の保育所・保育園が別の区に
   ある場合は、該当区の区役所へ
問 区保健福祉課こども福祉担当
☎579-2311（内線411～413、422）

対象 小学1～6年生　
日時 11月27日(日)
場所 西代蓮池公園
料金 無料
申し込み 10 月 3 日(月)から10月31日
　　　　　(月)までに下記二次元コード
              からお申込みください。
問 市総合コールセンター
☎0570-083330または
　333-3330

申し込みはこちら▶

震災の記憶を風化させないため神戸の
壁保存記録パネルや神戸の壁の歌のパ
ネルを展示します。
日時 10 月15日(土)～11月 14日(月)
　　 9:00～20:00
場所 WALL GALLERY（腕塚町5-1大橋地下道)
料金 無料
問リメンバー神戸プロジェクト
☎090-4302-8231

映画「長いお別れ」を上映。
対象 区内在住の戦没者遺族
日時 11月10日(木) 14:00～16:30
場所 ピフレホール
料金 無料
申し込み 長田区遺族会に加入していない場合
         のみ10月14日（金）までに☎で問 へ
※区遺族会会員は申し込み不要
問 区保健福祉課
☎579 -2311（内408）Ⓕ579-2343

ボラカフェ ～ビギナーズ～

対象 これからボランティアを始めたい
       方・活動概ね１年以内の方 
日時 毎月第 2 水曜日 10:30～11:30 
場所 長田ボランティアルーム
    　(長田区役所 4 階社会福祉協議会内) 
定員 10 名(先着) 
料金 無料  
申し込み 前日まで問へ 
問長田ボランティアセンター ☎574-2408 

対象 血糖値が高い人やその家族など
日時 10月20日(木)から YouTubeで配信予定
料金 無料
問神戸市立医療センター西市民病院総務課
☎576-5251  Ⓕ576-5358

日時 11月11日(金)14：00～15：00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 演題 フレイル予防でいきいき!KOBE!!（仮）
講師 一般財団法人 神戸在宅医療・
       介護推進財団 
定員 100名(先着順)
料金 無料
申し込み 10月14日(金)15：00～11月10日  (木)
           に☎か直接問へ　※ご本人様のみ　
 問長田公民館  ☎575 -1374

ハロウィンの遊びを親子で楽しみま
しょう。バルーンアート もあるよ。詳
細は細田児童館フェイスブックまたは
ためまっぷながたをご覧ください。
対象 乳幼児親子
日時 10月12日(水)11:00～12:00　
　　 11:50受付終了 ※雨天中止
場所 区庁舎東側　芝生広場
料金 無料　
申し込み不要
協力 長田区主任児童委員連絡会
問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎612-3797

子育てをもっと楽しく、ママも赤ちゃんも
笑顔になれる４回シリーズの講座です。
対象 令和4年5月９日～7月9日生まれ
       （前後される場合は、ご相談くださ
      い）の乳児と保護者
日時 11月9日（水）、11月16日（水）、
       11月30日(水)、12月7日(水)
      10:00～12:00
定員 7組(先着)
場所 細田児童館
料金 無料
申し込み 10月26日（水）までに下記二
             次元コードからお申込みいた
             だくか、☎か直接問へ
問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎612-3797

お申し込みはこちらから▶

10月15日(土)～10月29日(土)に長田神
社前商店街で開催されるスタンプラリー
にあわせて、県立兵庫高等学校の学生がい
ろいろなイベントを実施します。妖怪の扮
装をして行う写真撮影、写真立ての作成、
長田神社や商店街にまつわるクイズなど
が予定されています。詳細は下記二次元
コードから確認してください。
問長田神社前商店街
　振興組合
☎691-2914

詳しくはこちら▶

14

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール
問…問い合わせ

区 民 広 報 紙 な が た　10月号

10月10月10月



【祝10回目】「土木の日」
新湊川ウォーク 湊川隧道通り抜け
年に一度の「湊川隧道の通り抜け」を開催します。
日時 11月26日(土)10:30～14:30
申し込み 9月26日(月)から10月23日(日)までに   

神戸土木事務所ホームページの申し込
みフォームかチラシ裏面の所定の様式に
記載し往復はがきで問へ

問県神戸土木事務所企画調整担当  ☎737-2382
チラシは神戸土木事務所、各区役所他で配布しています

ながた☺☺ (にこにこ)マルシェ「スイミー」開催のお知らせ
長田区内にある障がい者支援事業所で
作った自主製品の販売などを行います。
●日時 10月7日(金)10:00～14:00
   場所 新長田合同庁舎１階
　※16面に掲載している片山工房の
　　 作品も鑑賞できます。
●日時 10月28日(金)10:00～13:30
   場所 長田区役所芝生広場
問しんながた障害者相談支援センター
☎611-8860  Ⓕ611-8861

申し込みは　
こちら▶

長田・まるやま ドキドキラーニング ー歴史編ー
園田学園女子大学名誉教授の田辺眞人先生を講師としてお招きし、鵯越の
逆落としを中心とした源平の戦いをテーマに講演会を開催します。 
日時  11月12日（土）10:30～ 
場所  丸山コミュニティ・センター 
料金  無料 
定員  先着 150 名 
申込方法 10月18日(火)から 11月 5日(土)に ☎かⒻで氏名・参加人数・
             電話番号を問へ 
問丸山コミュニティ・センター　☎642-3447　 Ⓕ631-1444 
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会場受付時間実施日事業名

　②
精神保健
福祉相談

①健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：00～11：00

10月12日（水）、11月9日（水）

10月27日（木）

10月11日（火）

１４：0０～１5：3０

10：0０～１1：3０

6階

5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、9カ月、1歳6カ月（1歳7カ月頃案内）、3歳（3歳3～６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
は区保健福祉課〔☎579-2311（内線457・458）Ⓕ579-2344〕へお問い合わせください。

実施日 受付時間 会　場

10月31日（月）、11月12日（土）

10月21日（金）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

長田区文化センター３階

9：15～11：00 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
● ①区保健福祉課 ☎579-2311 Ⓕ579-2344　
　　②区保健福祉課（精神保健福祉相談担当） ☎579-2311 Ⓕ579-2344

■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 
※神戸市国保特定健診受診券は4～5月に発送しています　
※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　
申し込み 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参　
料金 無料
※令和３年度より、これまで一部の方にお願いしていた自己負担金を廃止し、全ての対象者
　（４０歳～本年度７５歳に達する神戸市国保加入者）に無料で受診いただけるようになりました
※39歳以下については受診要件があります。下の二次元コードからご確認ください

 
※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）
•前立腺がん検診／集団検診と同時受診で1,000円、単独受診で1,500円／50歳以上の男性
•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） 
 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
　※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

  

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

10月1日～11月15日

申

各種相談
区役所法律相談
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 3番窓口　定員／20人（先着・要予約）

申し込みはこちらから▶
行政相談 
兵庫行政評価事務所　☎331-9096
日時／10月11日（火）１３：００～１５：００　場所／区役所３階３番窓口
※申し込み不要、先着順 

♯8900（ハヤクオーエン）ひきこもり相談会
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／10月4日（火）・18日（火） 、11月1日（火)・15日(火)  13:30～、15:00～
　場所／区役所2階相談室　定員／1日2組まで（先着・要予約）　　　　 

無料

チャットボットで、
けんしんの予約・問い合わせが便利に！
神戸市が実施する各種健診・検診についてのチャットボット
サービス（チャット画面に表示された質問に答えることで、
健診・検診に関する必要な情報を案内するもの）を開設し
ています。

10月7日（金）、10月18日（火）
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税務相談
近畿税理士会長田支部　☎747- 0588
日時／10月6日(木)13:00～16:00(要予約)　場所／(公社)長田納税協会 チャットボット

成年後見制度の利用手続き相談室
区社会福祉協議会　☎511-4277　FAX574-2427
日時／10月28日(金)13:30～15:30
場所／区役所4階 社会福祉協議会
※新型コロナウィルス感染状況により、電話相談等に変更する場合があります



商店街に三者三様の明るい効果
シャッターアートをきっかけに…区民が気軽
にアートを楽しめ、立ち寄りやすい場に！
店主の閉店後の癒しに！アーティストの作
品の場に！商店街の活性化に繋がりました。
現在の第2回開催ではアーティストと商店街
とのコラボ商品の取組も !? 今後の商店街
の変化も引き続きお楽しみに。

多種多様な企画展が魅力
個展、グループ展やワークショップ
が楽しめるギャラリー。10月は
公募型の写真展と猫絵画展が楽し
める。内容・日程
については HP で
チェック！

昭和8年築の料理旅館を改築！
館長・三浦徹さんのコレクション
が展示されている旅館を改築した
私設美術館。多様な作品の中でも
特に李朝の家具・陶器・絵画は必
見！10月は「陶を愉しむ」をテー
マに展示を行います。鑑賞は完全
予約制なので事前に電話でご予約
お願いします。

下町でアートに出会う
路地の中にある民家を改装した
アートギャラリー。
映像作品上映や演奏
会等も開催。

大正筋商店街の
シャッターアート 

ダンススタジオ LOO+

ファンタスティックス

citygallery2320

新しいアートスペースが誕生！
今年新たに駒ヶ林 1丁目の空き家を
改修したアーティストが滞在・制作・
発表ができるオールインワンの施
設が誕生します！そこで、10月に
こけら落としの現代アート公募展
を開催します。現代アートの展示
だけではなく、週末
にはカフェや飲食も
販売しています。

GALLERY FACTOR

神戸わたくし美術館

片山工房

ストリートピアノ

アートを軸に自己表現！
障がいのある方が、工房で活動さ
れています。やってみたい、作
りたい etc…様々な気持ちが作
品を通じて芽吹いています。一人
ひとりの個性に着
目し、一緒に考え、
進み、来年２０年を
迎えます。

▲詳細は
こちらから

詳細はこちらから▶

詳細はこちらから▶

詳細はこちらから▶

詳細はこちらから▲

詳細はこちらから▲

街中がコンサート会場に
だれでも自由に弾くことができるピアノが
区内に 5箇所設置されています。新長田では
不定期でコンサートが実施されているので
偶然立ち会えるかも。詳細な設置場所につ
いてはHPでチェック！

みんなと彩り豊かな音色を
カリブ生まれの打楽器スティール
パンは、透明感ある音色と独特な
響きが魅力。長田生まれの楽団ファ
ンタスティックスが語る魅力は「み
んなで奏で」、「リズムを全身で感
じ」、「表情豊かな音を」楽しめる
こと。芸術の秋に音楽
に触れてみませんか。

詳細はこちらから▲

人と人とが繋がる複合施設
小さいお子様から主婦の方も参加していま
す。１階のカフェでは美味しい食事にくつろ
げる空間、更にダンススタジオの様子がリア
ルタイムで見学できます。ヒッ
プホップやK-POPなど多様な
ダンスレッスンがあるので、
お気に入りのスタイルが見つ
かるかもしれません。

長田芸術めぐり
美術・音楽・ダンスなど…。
さまざまな芸術・文化を
だれでも気軽に楽しめるのは
長田の魅力のひとつです。この秋、
芸術めぐりに出かけてみませんか。

展示と連絡先の     
　詳細はこちらから▶　

JSR ジョブスペースラボ

発行/長田区 〒653-8570 長田区北町3-4-3
TEL（078）579-2311    FAX（078）579 -2301  MAIL nagata@office.city.kobe.lg.jp
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）
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こちらからも、情報発信しています！

長田区の姿（令和4年９月1日現在）
人口／93,943人　世帯数／50,422世帯
面積／11.36km2


