
 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。

西市民病院  糖尿病教室 検索

善意銀行（11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。

講演・講習
糖尿病教室

第11回リフレッシュセミナー

ひと・まち出会いフェスティバル

対象 血糖値が高い人やその家族など
日時 2月20日(月)よりYouTube配信
      で開催予定
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

催し

しんながた図書館だより

ボラカフェ～ビギナーズ～

兵庫県立長田商業高等学校
2023年度社会人コース募集案内

ながた☺☺ (にこにこ)マルシェ
「スイミー」

1.17は忘れない
アスタスティールパンコンサート2023

 

日時 3月12日(日)開場12:00  開演12:30
場所 ピフレホール
出演 FANTASTICS、アスタ新長田ス
      ティールパンスクール ほか
定員 300人(先着)
料金 500円
申し込み 3月8日(水)までに氏名・電話番
         号またはメールアドレス・枚数を
           記入し　で問へ
問アスタ新長田スティールパン振興会
☎ Ⓕ  631-5055
　  fanta.asutaticket@gmail.com

第29回 長田文化ウィーク 
2月13日(月)～2月24日(金)

2023年（令和5年）度
市・県民税の申告

長田税務署からのお知らせ

●郵送申告を推奨しています。
相談や質問は問へ
期間 １月26日(木)～３月15(水)
　　 9:00～17:00（平日のみ）
●対面での申告相談
日時 ２月１日(水)～３月15日(水)
　　 9:00～11:30、13:15～17:00
　　（平日のみ）
場所 新長田合同庁舎３階（区役所では
　　 受け付けていません）
問申告コールセンター
☎321-5077　Ⓕ647-9560

地域第三課　
福田 哲也さん

刑事第一課　
秋竹 秀哉さん

区内の治安維持に貢献した功績が讃
えられました。 

場所 区役所7階区民ギャラリー
料金 無料
申し込み 不要
●サロンコンサート
・第369回 ～歌で綴る童話の世界～
日時 2月15日(水)12:20～12:50
出演 小澤陽子(ソプラノ)
       小澤華子(ピアノ)
曲目 芥子粒夫人
      (北原白秋／詩 山田耕筰／曲）
・第370回 
  ～いろいろなクラリネット大きいのから
    小さいのまで～
日時 2月20日(月)12:20～12:50
出演 植村翔馬(クラリネット)
　　　雁瀬由香(ピアノ)
曲目 リゴレット幻想曲(バッシ)、　春への
　　　あこがれ(モーツァルト)ほか
・第371回
～多彩なファンタジーの世界へ～　
日時 2月22日(水)12:20～12:50
出演 福島珠実(ピアノ)
曲目 幻想曲Op.17より(シューマン)
　　 幻想即興曲Op.66(ショパン)ほか
●第22回長田ちびっこ画家たち展
区内16カ所の保育所・保育園・幼稚園の
子ども達の作品を展示します。ぜひお越
しください。
日時 2月13日(月)～2月24日(金)
　　 平日10：00～17：00、23日(木･祝)は
　　10：00～16：00、土日休み
問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

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 2月4日(土)、2月18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 2月11日(土･祝)、2月25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 2月15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 2月24日(金)10:30～11:30
定員 5組(先着)
●大人の楽しい朗読
対象 大人
日時 2月25日(土)11:00～11:30
定員 10人(先着)マナビィ対象
問新長田図書館
☎691‐1600 　Ⓕ691‐2181

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 2月8日(水)、3月8日(水)
       10:30～11:30
場所 長田ボランティアルーム
      （区役所4階社会福祉協議会内）
定員 10名(先着)
参加費 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  Ⓕ574-2427
　 nagatavc@aqua.famille.ne.jp

日時 ２月３日(金)
節分祭12:30～　
追儺式13:30～
餅割の儀16:30頃
終了（予定）17：00頃
場所 長田神社境内
問長田神社社務所　
☎691-0333  
Ⓕ641-5700

演題 フェスティバル西野太鼓＆寄席
日時 ３月３日(金)13:30～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
出演 神戸市立西野幼稚園、
　　 神戸大学落語研究会
定員 100名
料金 無料（同時手話通訳あり）
申し込み 不要
問長田公民館 ☎575-1374

日時 ３月２日(木)～４日(土)
      9:30～16:00（4日は15:30まで）
場所 長田公民館本館、別館
内容 展示は全日、舞台は4日のみ
料金 無料
申し込み 不要
問長田公民館 ☎575-1374

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を行います。
日時 2月3日(金)10:30～13:30 
場所 新長田合同庁舎１階
問しんながた障害者相談支援センター　
☎611-8860　Ⓕ611- 8861

●確定申告はご自宅から　　　
　スマホ・パソコンで
　e-Tax送信

●確定申告会場
場所 神戸サンボーホール
期間 2月16日(木)～3月15日(水)
　　（土日祝日を除く）9:00～16:00
　　 ただし、2月19日(日)及び26日(日)
　　は開設しています。
※入場には当日配付される入場整理券
　が必要です。「ＬＩＮＥ」（国税庁公式ア
　カウントを友だち追加）により事前取
　得も可能です。
※入場整理券の配付状況に応じて早め
   に受付を終了する場合があります。
●長田税務署には確定申告会場はあり
　ません。
問長田税務署　☎691-5151

時は流れ なびく 変化する
～堀尾貞治と３人のゆかりの
　アーティスト～

日時 ２月26日(日)～３月５日(日)
　　 (土日も開館)
場所 区役所７階
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

【協 力( 五十音順、敬称略 )】 
（有）キュウエイ、神戸西ロータリークラブ、 
（株）神戸飯店、山陽電気鉄道（株）、
長田区医師会、日本ケミカルシューズ工業組合  

作成コーナー▶

詳しくは
こちら▶

説明会など
詳細はこちら▶

情報・簿記・ファイナンシャルプランニ
ングを学習する編入学生を募集します。
出願期間 2月13日(月)まで
試験日 2月18日(土)

問県立長田商業高等学校
☎631-0616（13:00～20:00）

第16回長田文化賞受賞者展

長田神社古式追儺式
（兵庫県指定重要無形民俗文化財）

同
時
開
催

第49回長田区民の警察官賞「たかとり賞」
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所有者不明土地解消、空き家・空き地問題解消に向け、2024年４月１日から相続
登記が義務化され、相続（遺言含む）によって不動産を取得した相続人は、取得を
知った日から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく
この申請をしないと、１０万円以下の過料が科される可能性がありますが、相続人
申告登記（相続登記より簡易に義務を履行できる無料の手続）を行うと、過料が
科されなくなります。
円滑な相続登記のために、遺言書を残しておけば、遺産分割協議を行う必要が
なくなり、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺言書を法務局に預けておけば、紛失・改ざんの心配もなく、家庭裁判所の
検認の手続も不要になり、スムーズに相続登記が行えます。

相続登記義務化
について
詳しくはこちら▶

自筆証書遺言書
保管制度について
詳しくはこちら▶

2024年４月から相続登記が義務化されます。

2022年度
長田区地域づくり活動助成 活動紹介 VOL1
区の助成事業「地域づくり活動助成」で採択されている地域団体の活動を
紹介します。

団体名 五位ノ池小公園美緑花クラブ
活動名 花と緑のまちづくり～空き地などに花を
         植え、地域コミュニティーの拠点に～
区内には放置された空き地が多く、景観・防犯
などが問題になっています。五位ノ池町の空き
地にチョウが好きな花や草を植え、バタフライ
ガーデンとして整備しています。11月には講習
会を開き、地域住民が植栽しました。

団体名 Sooo Good ながた
活動名 次世代ながたづくりプロジェクト
2021年1月から、毎月1回、苅藻川沿いを中心
にゴミ拾いを実施し、現在まで約1,300名が
参加しています。できるだけ多くの人と一緒に、
楽しく遊びながら、心豊かになる活動に取り組
んでいます。気軽にご参加ください。

15

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

2月8日(水)、3月8日(水)

2月16日(木)

2月21日(火)、3月14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。

※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
※2021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）  

2月1日～3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名（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／2月14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／2月7日(火)、21日(火)  、3月7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。

区 民 広 報 紙 な が た　2月号

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　Ⓕ574-2427
日時／2月24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

実施日 受付時間 会　場

2月10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

2月28日(火)、3月15日(水)



も、 ！

KOBE ROKKO WEST
高取山スタンプハイク2023
KOBE ROKKO WEST
高取山スタンプハイク2023

2/11(土)～
2/26(日)

あなたが好きな高取山を撮影して、
ハッシュタグ「#高取山フォトコン2023」
　をつけてInstagramに投稿しよう。

スマホで巡るデジタルスタンプラリ ー
デジタルスタンプを集めて、豪華賞品を当てよう！

(主催) 長田区役所まちづくり課　(企画運営) SoooGoodながた  (協力) 長田神社地域活性化協議会 / 兵庫高校創造科学科  (協賛) アグロガーデン駒ヶ林店 / 長田港駒ヶ林漁協会/ 
 神戸珈琲物語上池田本店    ○お問合せ：総合コールセンター（年中無休8：00～21：00) ☎0570-083330または333-3330 Ⓕ333-3314

▲イベントページ

詳しくは
こちらから▶

○神戸珈琲物語
　ドリップコーヒーセット15名様
○アグロガーデン駒ヶ林店
　お買い物券3000円分＆
   アグロフィットネス１日無料体験
   チケット×5名様
○「画家 和田直子氏デザイン」
　高取山 Tシャツ１名様

○「KOBE海の幸」
　上乾ちりめん＆佃煮＆海苔セット
　15名様
○福のあるまち長田神社前
　お買い物券5000円分×5名様
 ○「画家 和田直子氏デザイン」
　高取山 Tシャツ2名様

スマホアプリ「SpotTour」をダウンロードして、スタンプラリーに参加！スポットの近くにいくと、GPS機能で自動
的にスタンプが押されます。両コースに同時参加でき、その時の気分に合わせて応募コースが決められます。

・長田神社 ・観音山公園 ・西代蓮池公園 ・水笠通公園 ・長福寺 
・長田中央いちば ・上田能楽堂 ・源平勇士の碑 ・地蔵院

２
つ
の
コ
ー
ス
が
選
べ
る

シンプル登山コース賞品 歴史街道ながた巡りコース賞品シンプル登山コース

歴史街道ながた巡りコース

スポット数６か所（スタンプ６個でクリア）

クリア目安
３０分～１時間

クリア目安
2時間～2時間30分

・高取神社 ・月見茶屋 ・安井茶屋
・中の茶屋 ・清水茶屋 ・神戸珈琲物語 上池田本店

スポット数15ヶ所（スタンプ12個でクリア）

場所：高取山各所

場所：高取神社境内

天空の鳥居
「奉納太鼓」

賞品あり!
「萬福たかとりさん」

ハーブ仙人に学ぶ「ボタニカルライフ」
参加費：500円  定員：25名 ※事前申し込み制

神戸の山、空、海が一望できる絶景の舞台で和太鼓奏
者の恵風氏が和太鼓を奏でます。

卓球や輪投げ、ガラポンなど名物茶屋でイベント開催。
山頂では、なぁタンやグージー、デブ猫ちゃんマルなど着ぐ
るみとの撮影会を実施 ! 高校生によるふるまいカフェも。

元神戸薬科大学の沖和行先生の道草ガイド付。山の
見どころや、植物の豆知識なども教えてくれます！ふ
るまいハーブティーとペルー無添加ドライフルーツの
お土産付き。お申込みはイベントページから！

２月18日（土）

２月19日（日）

２月11日（土）
10：00～10：30

9：00～12：00

9：3０～11：30

シンプル登山コース(6か所）

▲アプリ（無料）の
　ダウンロード

※賞品一例※賞品一例

週末には楽しいイベントが
盛りだくさん！
週末には楽しいイベントが
盛りだくさん！

１６日 間

グループ登山
Event

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（2023年1月1日現在）
人口／93,588人　世帯数／50,286世帯
面積／11.36km2


