
 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。

長田区民バドミントン大会
一般部門参加者募集

長田区　食のまち 検索

初心者向け 囲碁ボール体験会
参加者募集

催し
ピフレdeアートVol,9 風になりたい
～晴れわたる大空のもとで～

第７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

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 9月3日(土)・17日(土)
　　 Ⓐ14:00～14:30 Ⓑ14:30～15:00
定員 8人(先着)
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 9月10日(土)・24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歳の子供と保護者
日時 9月21日(水) 10:30～11:00
定員 5組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子供と保護者
日時 9月30日(金) 10:30～11:30
定員 5組（先着）
問新長田図書館 ☎691-1600 Ⓕ691-2181

善意銀行（6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。

すくすく赤ちゃんセミナー
対象 区内在住、在勤、在学の人
日時 9月25日（日）9:00集合
場所 長田区文化センター体育館
料金 無料
申し込み 9月８日（木）までに下記二次
　　　　　元コードからお申し込みく
　　　　　ださい。
定員 20人（抽選）
問市総合コールセンター　
☎0570-083330または
　333-3330

対象 区内在住の5歳以上で囲碁ボール
　　 大会に参加したことがない人
日時 10月2日（日）9:00集合
場所 長田区役所7階 区民ギャラリー
料金 無料
申し込み 9月14日（水）までに下記二次
　　　　　元コードからお申し込みく
　　　　　ださい。
定員 36人
     （1人～3人を上限に申込／抽選）
問市総合コールセンター　
☎0570-083330または
　333-3330

日時 9月17日（土）14:00開演（13:30開場)
場所 長田区文化センター別館 ピフレホール
出演 サクソフォン・カルテット・コパン
　　（妹尾寛子、永田亜由美、津村美妃、
　　 小川幸子）
　　 クリオ（金子優、YUIYUI、大倉多英）
曲目 カルメン幻想曲、リバーダンス、
       スイートメモリー　ほか
料金 前売2,500円（当日3,000円）
       学生1,000円（前売、当日共）
問区文化センター別館 ピフレホール
☎621-1120

演題 知っ得！納得！！糖尿病！！！
日時 10月14日(金) 14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
講師 西市民病院 糖尿病チーム
料金 無料
定員 100名
申し込み ９月16日（金）15:20～
            10月13日（木）に☎か直接問へ
           ※ご本人様のみ
問長田公民館　☎575-1374

J（idoukan）- café

子育て

児童館には、おもちゃや絵本、図鑑など
があります。特別なプログラムは実施せ
ず、児童館スタッフが見守るなかで、ゆっ
くりお茶を飲みながら、子育てのことに
ついて、話をしませんか。
対象 発達がゆっくりなお子さんと保護
　　 者(保護者のみの参加も可)
日時 ９月2日(金) ・9日(金)・16日(金)・
        30日(金) 10:00～11:30
場所 細田児童館
料金 無料
申し込みなし
定員 なし
問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎・Ⓕ  612-3797

専門のスタッフが子育てのはてな？や
不安にお答えする育児セミナーです。
対象 5～7か月の赤ちゃんと保護者
日時 9月8日（木）
　　 13:30～15:40（受付13:15～）
場所 長田区役所6階
料金 無料
定員 各回10組程度（先着順）
持ち物 母子手帳、すくすくハンドブック
申し込み 4か月健診時に配布した申込書
　　　　の提出または直接問へ（予約制）
問区保健福祉課  ☎579-2311（内線459）

対象 幼児(概ね１歳から３歳まで)とその保護者
日時 9月9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
定員 先着順
申し込み ☎・Ⓕで問へ
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436　Ⓕ643 -0417

親子の学び教室

長田の食文化の魅力を新たに発信・
創出する事業に対して支援しています。
対象 活動拠点が区内で自ら企画し
　　 た活動を終了まで責任を持っ
　　 て遂行できる団体・実行組織。
　　 区内で実施する長田の食文化
       を活かした事業で、開始から
       ５ヵ年以下のもの。
補助額 対象経費の2分の1
　　    上限20万円
申し込み 事業着手年月日の1ヶ月前
　　　　までに区まちづくり課まで
　　　　郵送またはEメールのいず
　　　　れかでご提出ください。
問区まちづくり課 ☎579-2311
       nagata-suishin@office.city.
      kobe.lg.jp

長田の食文化を活かした
魅力創出事業補助金

長田消防署からのお知らせ
9月9日は『救急の日』
救急車が来るまでにできることがあ
ります！
神戸市内で34台のうち、長田区では
２台の救急車が、けが人・急病人のも
とに駆けつけています。救急車が来
るまでに、あなたの勇気で救える命
があります。
小冊子「救急車が来る
までに」を市ＨＰで公開
していますので、ぜひご
覧ください。
　　

▲市HP
「救急車が来るまでに」

お申し込みはこちら ▲

お申し込みはこちら ▲

お申し込みはこちら ▲

第15回そんなあなたを応援します　
新長田で大応援パフォーマンス

新長田南活性化フォーラム（仮称）

日時 9月24日（土）13:00～15:00
       (雨天時) 9月25日(日)　　　
場所 若松公園・鉄人広場　
問NPO法人KOBE鉄人PROJECT
☎646-3028　Ⓕ642-3444

私には生き様を通して伝えたい
ものがある

救急医療週間　特別企画　
９月９日 YouTube配信

『GTM』グレイト隊長ますだ

　

kobe city channel▲
（YouTube）　

新長田南で活動されている方々をパネリ
ストとしてお招きし、活性化に向けての
想いや未来を語り合うフォーラムです。
日時 ９月25日（日）14:00～16:00
場所 アスタくにづか４番館東棟４階 DANCE BOX
料金 無料
申し込み 9月14日（水）までに下記二次元
　　　　　コードからお申込みください。
定員 会場参加80名程度
       ※別途オンライン参加も可
問都市局地域整備推進課　
☎595-6748

糖尿病教室

対象 血糖値が高い人やその家族など
日時 9月20日（火）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

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　9月号

9月9月9月



自転車交通安全チェックすごろく解説

自転車に乗る際に守るべきルールのなかでも
特に重要な内容なのであわせてチェック！

より詳しい内容はこちらで▶

特設サイトはこちら▶

１自転車は車道が原則、
歩道は例外 4 安全ルールを守る

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

5 子どもはヘルメットを着用

例)　×二人乗り・並進・飲酒運転

自転車安全利用五則

1

4 5 6

2 3自転車は軽車両であるため、
標識に従って一時停止
しましょう。

交差点を通る際には、
一時停止をする等
安全確認を行いましょう。　

右側通行は危険なので、
車道の左側端に寄って
通行しましょう。

携帯電話を使用しながら、
または傘をさしながらの運転は
大変危険なのでやめましょう。
雨の日はレインウエアを着用しましょう。

歩道は歩行者優先が基本。
歩道を通行する際は車道寄り
を徐行しましょう。

サロンコンサート

日時 9月21日(水)12:20～12:50
場所 区役所７階 区民ギャラリー
出演 松平舞以(ピアノ)
曲目 子犬のワルツ（F.ショパン）
       村の居酒屋での踊り（F.リスト）ほか

現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、
インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト
インボイス制度のより詳しい情報や、国税庁が行っている
オンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&A
などを掲載しています。

軽 減・インボイスコールセンター
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けています。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

令和5年10月から、
インボイス制度が始まります！

インボイス制度について説明会を開催しています。

9月27日（火）
10月4日（火）
10月17日（月）

日  時 時  間 場  所 連絡先
インボイス
制度説明会
14:00～15:45

登録申請
相談会

15:45～16:00

納税協会 
納税会館3階

（長田区御船通1-2）
※要予約

長田税務署 
法人課税第１部門 
691-5108

事業者のみなさま、
ご存知ですか？

料金 無料
申し込み 不要
問総合CC

第364回
サ
ロ
ン

コ
ン
サ
ー
ト
　
　

消費税
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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

9月14日（水）、10月12日（水）

9月22日（木）

9月13日（火）、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

9月29日（木）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

長田区文化センター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
● 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）  

9月1日～10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▶

♯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／9月6日（火）・20日（火） 、10月4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。

9月5日（月）・21日（水）、
10月7日（金）

区 民 広 報 紙 な が た　9月号

税務相談
近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時／9月1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



（令和３年中）

GoalGoal

StartStart
人身事故総件数　
359件

長田区の人身事故のなかで自転車事故 は、 約33% 
長田区は自転車事故が多く、令和4年4月から「自転車交通安全対策重
点推進地域」に指定されています。みんなで自転車ルール・マナーを
守って交通事故を減らしましょう。
※１自転車対自転車や自転車単独の事故だけでなく、自転車対車両、人対自転車なども含む。
※2 兵庫県警提供

自転車事故　
約33%118件

※１

市内平均20.6%その他の事故
２４１件

※2 長田区内で発生した人身交通事故発生件数

　　　  交通安全
チェックすごろく
過ごしやすく木々が美しく色づく秋は、
サイクリングがおすすめ。改めて交通ルール・
マナーをチェックして、安全運転でいきましょう。

自転車

自転車啓発チラシを
チェックする。

夜の事故を
避けるために
明るい服と
反射材を活用した。

歩道を通る際
車道寄りを通ったが
徐行しなかった。

車道を
右側通行して、
危うく事故を
起こしそうに
なった。

 自分が
進む方向を
手で合図した。

雨が降ったので
傘をさして片手で
運転した。

スマホを見ながら
自転車に乗っていたら
電信柱に
ぶつかった。

暗くなってきた
のでライトを
早めにつけた。

2つ進む

2つ進む

3つ進む

1つ進む

2つ戻る

3つ戻る

2つ戻る

3つ戻る

1つ戻る

交差点。出合い頭で
自動車と接触
しそうになった。

長田港

2つ戻る

自動車じゃないから、
一時停止の標識を
無視した。

解説は15面①へ

解説は15面⑥へ 

解説は15面⑤へ 解説は15面④へ

解説は15面②へ

解
説
は
 
面
③
へ 
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ロープジャングルジムが
楽しい！

志里池公園

大きな遊具と
グラウンドが魅力的！
西代蓮池公園

新湊川公園

水分補給を
忘れずに！
アップル

夕焼けがキレイ！
観音山公園

遊具がたくさん！
水笠通公園

観音山公
園に

レッツゴ
ー！

全国有数の靴の産地

お好み焼き店
密集度 日本１

自転車も信号を
守りましょう

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）

ホームページ インスタグラム フ ェイスブック
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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／94,071人　世帯数／50,463世帯
面積／11.36km2


