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ながた
4月の情報BOX

記号の見方／☎…電話　 Ⓕ…FAX 　　  …Eメール

株式会社マルハン、
必恵購株式会社
ありがとうございました。

善意銀行3年1月分
（順不同・敬称略）

日常生活の中で自主的に地域に貢献す
る活動をされている人に感謝の意を伝
える「ながた賞」の令和2年度の受賞者
4人が決まりました。おめでとうござい
ます。
●矢部 一枝さん（通学路の見守り活動）
●田路  都さん  （クリーンステーション
の美化）
●藤生 敏子さん（クリーンステーション
の美化）
●七條 元子さん（通学路の見守り活動）

費用 3,300円（未登録の場合は別途登録料3,000円必要）
※雨天決行。会場には犬を制御することのできる人が連れて来てください。
会場の混雑に犬が興奮して飼い主をかむ事故が起きることがあります。できるだ
け動物病院で受けるようにしてください
問 生活衛生ダイヤル　☎771-7497　Ⓕ050-3156-2902

お知らせ

催し

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  4月3日(土)、17日(土)
Ⓐ14:00～14:30　Ⓑ14:30～15:00
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  4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歳の子どもと保護者
日時  4月23日(金)10:30～11:30
定員  5組（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  4月24日(土)14:00～14:30
定員  8人（先着）
問 新長田図書館
〒653-0835（住所不要）
☎691-1600　Ⓕ691-2181

しんながた図書館だより

ながた賞

長田区民が自ら企画、提案、実施する長
田の魅力ある地域づくりに関する活動
を支援します。
助成上限額 30万円（審査あり）
対象期間 令和3年4月1日（木）～令和4
年3月31日（木）
募集期間 4月1日（木）～5月31日（月）

問 区まちづくり課
☎579-2311（内222）

長田区地域づくり活動助成

例年4月29日に長田神社周辺で開催し
ています「花水木まつり」は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、今年度は中止が決定しました。楽し
みにしていた地域のみなさんには大変
申し訳ありませんが、ご理解いただき
ますようお願いいたします。
問 花水木まつり実行委員会事務局
（長田神社前商店街事務所内）
☎691-2914

第17回花水木まつりは中止です

＜報告とお礼＞
昨年に実施しました共同募金・歳末たす
けあい募金の募金額は、7,784,050円で
した。多数のご寄付とご協力をいただき、
ありがとうございました。
●赤い羽根共同募金
　4,440,390円
●歳末たすけあい募金
　3,343,660円

共同募金・歳末たすけあい募金

日時 5月21日(金)14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 健康は歩くことから！～100歳
まで元気に生活するために～
講師 医学博士　山中 裕 氏
料金  参加費無料。同時手話通訳あり
定員  100人（先着）
申し込み 4月16日(金)～5月20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、先着順
問 長田公民館　☎575-1374

講演・講習
第2回リフレッシュセミナー

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。

問区まちづくり課
☎579-2311
（内線228）

第356回
サロンコンサート
4月のサロンコンサートは動画
のみのお届けです。
【出演】村井 梓（ファゴット）
水谷 佳奈子（ピアノ伴奏）
【曲目】ファゴット協奏曲より第2
章（モーツァルト）、花（滝廉太郎）
ほか
4月30日ごろに区のホームページ
より動画で配信します。

◀ 動画はこちらから

子育て
地域子育て応援プラザ長田
のイベント

ピフレdeアートSeason1 VOL.1

場所 区役所6階 多目的室
料金  無料
●カンガルーサロン
みんなで一緒に遊んだり、おしゃべりし
ましょう
対象 8カ月～1歳半までの子どもと保
護者
日時 5月6日（木）14:00～15:00
申し込み 4月26日（月）までに問へ
定員 8組（抽選）
●ベビーカンガルーサロン
一緒に遊んだり、お話したりしましょう
対象 0～7カ月までの子どもと保護者
（5月20日（木）時点）
日時 3回シリーズ
5月20日（木）、6月3日（木）、17日(木)
14:00～15:00
申し込み 5月6日（木）までに問へ
定員 10組（抽選）
問 応援プラザ長田
☎579-6581　Ⓕ579-6582

発達がゆっくりな子どもの居場所
「J-cafe（じどうかんカフェ）」
発達がゆっくりな子どもとその保護
者を対象に、子どもが遊んでいる間、
気兼ねなく保護者同士がほっと交流で
きる場所を提供しています。お気軽に
細田児童館までお問合せください。
日時 毎週火曜日（学校長期休業中は
除く）13:15～14:45
場所 細田児童館
問 細田児童館（区拠点児童館）
☎・Ⓕ612-3797

カンガルーサロン
ベビーカンガルーサロン
の申し込みはこちら▶

アンサンブル・ダンツィ大阪“ピフレ
deアート オープニングコンサート”
日時 4月28日（水）19:00～20:30
（18:15開場）
場所 区文化センター別館 ピフレホール
料金 【一般前売】1,500円
　　 【当日】2,000円
　　 【学生券】1,000円
申し込み 区文化センター別館 ピプレ
ホール（☎621-1121）
※窓口販売のみ（電話予約不可）
イープラス http://eplus.jp
※学生券はピフレホール窓口販売のみ
定員 200人
問 区文化センター別館 ピフレホール
☎621-1120　Ⓕ621-0914

春色クァルテット
日時 4月23日(金)14:00開演
場所 区文化センター別館ピフレホール
出演 神戸市室内管弦楽団
料金 【前売り】1,500円
　　 【当日】2,000円
　　 【U25（25歳以下）】1,000円
申し込み 神戸文化ホールプレイガイド
（☎351-3349）
問 （公財）神戸市民文化振興財団
☎361-7241　Ⓕ361-7182

わがまちコンサート・ピフレ

生後91日以上の飼い犬は、生涯1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付け
られています。飼い犬の体調に合わせて、お近くの動物病院で受けるようにしてく
ださい。近くに動物病院がない場合、下記の集合注射も利用できます。

日 時 集合注射実施場所
4月9日（金）　13:35～13:50

4月9日（金）　14:15～14:40

4月9日（金）　15:10～15:30

うぐいす橋詰（大日丘第2集会所横）

長田神社境内（長田町3丁目1-1）

駒林神社（駒ヶ林町3丁目7-3）

検 索長田区 活動助成

ジェイ カフェ

狂犬病予防注射のお知らせ



区民広報紙 ながた 4月号　15

▲ 駒ヶ林漁港 ▲ 大漁旗が並ぶ会場

▲ 入場時、体温測定・手指消毒を実施 ▲ 新鮮な魚を漁師さんから買えます

●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 4月13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 区社会福祉協議会　 ☎511-4277　Ⓕ574-2427
日時 4月23日（金）13:30～15:30
場所 区役所4階社会福祉協議会
※新型コロナウイルス感染症対策のため、電話相談等に変更する場合があります
●♯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  4月20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、市ホームページをご確認ください
問 健康企画課　☎322-6517
※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 4月1日～5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）4月13日（火）、5月11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
4月14日（水）、5月12日（水）

4月22日（木）

14:00～15:30

15:00～16:30

②

4月28日（水）
5月14日（金）

9:15～11:00
9:15～11:00

長田区役所６階
長田区文化センター 3階

実施日 受付時間 会場

令和3年度の長田区はこんなことに取り組みます！

知っていましたか？今世界中で愛用されているビーチサンダルは、実は長田区が
発祥の地とされています。
2021年3月12日（金）、国産ビーチサンダルを製造する（株）TSUKUMOと長田
区は連携協定を締結。今後、長田区を盛り上げるさまざまな企画をしていきます。

●第１回ビーチサンダルデザインコンテストの開催
長田区に在住・在勤・在学・通所されている障がいのある人が対象。
入賞したビーチサンダルは商品化し、アグロガーデン神戸駒ヶ林店などで販売
します。
応募方法 デザイン案と作品名・連絡先等を長田区役所へメールまたは郵送
応募締切 4月16日（金）消印有効

昨年11月に開催し、大変好評となったフィッシャーマンズマーケット「海と、魚
と、」が再び開催されます！
駒ヶ林漁港で獲れた新鮮な魚介類を買えたり、その魚介類をつかった料理を味
わったりすることのできるスペシャルな１日。魚に合う日本酒やワイン、神戸産
の野菜も用意しています。
日時  3月28日（日）11:00～15:00　雨天決行
場所  駒ヶ林漁港横倉庫（神戸市長田区駒ヶ林町3丁目1）
問 市事業・イベント案内センター

国産ビーチサンダル製造の（株）TSUKUMO×長田区
連携協定を結びました！

海と、魚と、
～駒ヶ林の海と、魚と、〇〇を楽しむマーケット～

検索長田 ビーチサンダルデザインコンテスト

その他、長田オリジナルビーチサンダルを
購入できるクラウドファンディングなどを
予定しています。これからの動きにご注目
ください！
問 区まちづくり課　☎579-2311(内228)

市ホームページ

区のイメージ向上

在住外国人と
地域の共生

多様な魅力を
活かすまちづくり

ながた緑
プロジェクトの推進

安心して子育て
できるまちづくり

高齢者が暮らし
やすいまちづくり



人口：93,963人／世帯数：49,407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3年3月1日現在）

長田区 検 索 長田区FB 検 索 長田区IG 検 索● ホームページ
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第12回は細田・神楽周辺を巡ります。ゴールは銭湯ではありませんが、番外編としてお
楽しみください。今月号でながたさんぽは最終回です。ご愛読ありがとうございました。

●難易度

●所要時間：約  1.5時間
●総 距 離：約 3.5km

暖かくなってきました。
季節の変化を楽しんで

みてください

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

地下鉄新長田駅

スタート

おさんぽコース

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！

舗道上の赤い模様は南を司る朱雀が
モチーフになっています。北・東・
西にも同じように色のついた模様が
あります。探してみてくださいね。

南の守り神（朱雀）の
デザイン舗道
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1
統廃合で廃校となっ
た大橋中学校の跡地
です。公園のどこかの
ポールにとまる2匹の
すずめがいます。

大橋中学校
発祥の地

11

新長田図書館の前にはカバとパ
ンダが並んでいます。近くのイ
スには誰もが聞いたことのある
わらべ歌が書かれています。

カバとパンダと
歌のイス

4

見上げてみると白い壁を登
るように大きな口のワニが
います。何匹いるのか数え
てみてください。

壁にワニワニ7

地下鉄新長田駅
ゴール

❶ 南の守り神（
すざ く

朱雀）
のデザイン舗道

❷ 西の守り神（
びゃっこ

白虎）
のデザイン舗道

❸ 東の守り神（
せいりゅう

青龍）
のデザイン舗道

❹ カバとパンダと
歌のイス

❺ 北の守り神（
げん ぶ

玄武）
のデザイン舗道

❻ 高取山湧水の
せせらぎ出発点 ❼ 壁にワニワニ ❽ とんがりぼうし ❾ 川西通公園

　 焼き肉のたれ
自動販売機
10 　 大橋中学校

発祥の地
11

細田町公園12 けやき広場13

16


