
 

糖尿病教室

第4回リフレッシュセミナー

あおぞら☆きょてんじどうかん
なつまつりしんながた図書館だより

子育て

お知らせ

講演・講習

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。

善意銀行4年3月分

株式会社マルハン、
母里賢雄、
日本ケミカルシューズ工業組合青年部会

ありがとうございました。

（順不同・敬称略）
地域文化資源保存活動補助金の
募集

ヴィッセル神戸VS清水エスパルス戦
長田区民応援デー

令和4年度長田区広報掲示板
設置補助制度

市県民税納税通知書の発送

●令和4年度の市県民税納税通知書は
   6月13日（月）に発送します
   相談や質問は6月17日（金）以降に 問へ
　問い合わせには８桁の通知書番号が
　必要です
●職員による対面での問い合わせ窓口
日時 6月17日（金）～30日（木）
　　 9：00～11：30、13：15～17：00
　　 ※土・日曜を除く
場所 新長田合同庁舎3階　市民税課
　　 ※長田区役所には窓口を設置しま
　　 せんのでご注意ください
問市市民税課長田区担当　　
☎647-9365  Ⓕ647-9560

地域文化資源の補修・修繕・復旧また
は購入に関する経費の一部を審査の上、
補助します。
対象 区民により組織された団体または
       区内に活動拠点のある市民団体
補助金額 補助対象経費総額の1/2
　　　　（上限50万円）
募集期間 6月1日（水）～30日（木）に
       　　ホームページ掲載の申請書を
              問へ
問区まちづくり課
☎ 579-2311

自治会などの自治組織で、地域住民同
士のコミュニケーションの増進を目的
として広報掲示板を新設または補修する
際に、費用の一部を助成する制度です。
※利用する場合は、必ず事前に区まちづ
   くり課へご相談ください
助成額 設置費用の3分の2（上限6万円）
申請上限 1組織1回につき1基のみ
※世帯数が40以上の場合は、40世帯ご
　とに1基追加
※同一年度内で計3基まで申請可能
※過去5年以内に同制度を利用して掲
　示板の新設・補修をした組織は除く
問区まちづくり課
☎579-2311

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  6月4日(土)、6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  6月11日(土)、6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  6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  6月24日(金) 10:30～11:30
定員  5組（先着）
●大人の楽しい朗読
対象  一般
日時  6月25日(土) 11:00～11:30
定員  5人（先着）
 問新長田図書館
☎691-1600  ⒻF691-2181

対象 血糖値が高い人やその家族など
日時  ６月20日（月）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  7月15日（金）14:00～15:00
場所 長田公民館本館　体育室
演題 身近なトラブル
      ～悪質商法から身を守る～
講師 消費生活マスター 石原絹子氏
定員 100名
料金 無料 ※同時手話通訳あり
申し込み ６月17日（金）15:00～
             7月14日(木)に☎か直接問へ
            ※ご本人様のみ
問長田公民館　
☎575-1374

「キャラクターすくい」「まとあて」「わなげ」、
トンネルやフラフープなど、遊びのス
ペースもあります。
対象 乳幼児親子
日時 7月6日 (水) 11:00 ～12:00　
     　　※雨天中止　
定員 なし
場所 区庁舎東側 芝生広場
料金 無料　
申し込み不要
 問細田児童館（長田区拠点児童館）
☎ ⒻF612-3797

日時 6月15日（水）12:20～12:50
場所 区役所7階区民ギャラリー
出演 賀集律子(ピアノ)、
      佐野真希子（朗読）
曲目 ロンド二長調Ｋ485（モーツァルト）、
        op.118-2（ブラームス）ほか
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

サロンコンサート
第361回

長田区にお住まいの皆さまを特別価格
でご招待します。
日時 ７月６日(水)19:00～
場所 ノエビアスタジアム神戸
料金 1,000円
申し込み 6月15日（水）までにKOBE
            Todayから申し込みフォームへ
             (応募多数の場合抽選)
 

問市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330

獅子ヶ池写真コンテスト

ベスト獅子ヶ池賞　上野 天陽さん

優秀賞　野中 蓮さん
昨年から兵庫高校創造科学科の生徒が
Instagramで獅子ヶ池のPR活動に取
り組んでいます。その一環として、Ins ta -
gramを活用した獅子ヶ池写真コンテス
トを開催しました。Instagramに投稿
された獅子ヶ池の写真の中から、ベスト
獅子ヶ池賞、優秀賞が選ばれました。

申し込みは
こちらから▶

兵庫高校
獅子ヶ池PR活動
Instagram
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■長田区の印象は？
長田区は南北に細長く、獅子ヶ池など緑豊かな北
部、長田神社など歴史が感じられる中部、長田港
など下町情緒あふれる南部と、それぞれ異なる魅
力を持っています。
私は旅行が好きなのですが、今は旅行は難しい時期なので、昼休みや休日など
に、長田区内の街歩きを楽しんでいます。街を歩くと安くて美味しい食べもの
を発見してしまうので、食べ過ぎないよう気をつけなきゃと思っています。
また、長田区は住民同士の支え合いや絆をとても大切にしておられる方が多く、
都会では希薄になりがちな人と人の関わりを皆さんが自然と持たれていること
は、まちの大きな魅力の一つだと感じています。

■旅行以外の趣味は？
茶道を30年近く続けています。茶室の掛け軸や茶道具にいろいろな由緒や
意味があり、茶道の奥深さを感じます。
茶室の小さな入口をくぐり非日常の空間にいると、気分が落ち着きリフレッシ
ュできます。また、最近、ベランダで、プチトマトやいちごなどの栽培を始
め、毎朝水やりをしながら、育つのを楽しんでいます。

■区民のみなさまへ一言お願いします。
長田の街で見かけたら是非声をかけてください。
長田の魅力をさらに活かし、賑わいのあるまちづくりを、皆さまと一緒に進め
ていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

山端区長に長田区の
印象などを聞いてみました。

“名物グルメで、長田をひも解く！”の連載にあたりバインミーに関する思い出やトリビア、
レシピを募集中です。食にまつわるあれこれを、ぜひ私たちに教えてください。
申し込み
７月15日（金）までに氏名（ペンネーム可）・年齢・住所・電話番号を記入し、FAX、Eメール、
郵送で問へ　※文章は200字以内でお願いします。写真1枚まで添付可能です。提供いただ
いた写真・エピソード・氏名は広報紙で掲載いただく場合がございますのでご了承ください。
問区まちづくり課　　　　nagata@office.city.kobe.lg.jp
☎579-2311　Ⓕ579 -230 1

バインミーに関する思い出・トリビア・レシピ大募集！

区 長 紹 介

山端 恵実 区長

新
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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

6月8日（水）、7月13日（水）

6月23日（木）

6月14日（火）、7月12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

6月13日（月）

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）  

6月1日～7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／6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 

成年後見制度事前相談室
区社会福祉協議会　☎511-4277 Ⓕ574-2427
　日時／6月２4日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会
　※新型コロナウイルス感染状況により、電話相談など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
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／6月7日（火）・21日（火） 、7月5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。

6月23日（木）

区 民 広 報 紙 な が た　6月号

税務相談
近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時／6月2日(木)13:00～16:00(要予約)　場所／(公社)長田納税協会

22.5.13

チャットボット



警戒レベル5

非常持ち出し品を準備しよう

災害の知識や避難行動、
避難場所などを掲載。
６月初旬に各戸配布予定です。
すぐに手が届く場所に
大切に保管しよう。

これから大雨や台風など風水害が発生しやすい季節となり、長雨により
土砂災害の危険性も高まります。いつ起こるかわからない自然災害に対して、
事前に避難ルールを決めておきましょう！

警戒レベルに合わせた
避難行動をチェック

●1人1つ、両手があくリュックサックに詰め込もう。
●取り出しやすいところに置いておきましょう。

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

□ 携帯ラジオ
□ 懐中電灯（ヘッドライト）
□ 電池
□ 常備薬
□ 貴重品
　（印鑑、通帳、健康保険証、免許証など）
□ 現金
□ マスク
□ 消毒液
□ 携帯電話、スマホ（充電器も）
□ 軍手

□ タオル
□ ビニール袋
□ 歯ブラシ
□ 救急薬品
□ 食料
□ 水
□ ティッシュ
□ 衣類
□ 防寒具
□ 雨具
□ 虫よけ

□ その他必要なもの

ハザードマップで、自宅の危険性と最寄りの避難場所
を確認し、家族の避難ルール（マイ・タイムライン）を決めましょう。

※備蓄食料を定期的に消費して、消費した分を買い足す方法。そうすることで、賞味期限の短い食品にも対応
　できます。日常生活の中で使っているものをちょっとだけ多めに買って使ったら買い足していきましょう。

家族の避難ルートを決めよう

家庭内備蓄を確認しよう

    わたしの防災準備、
　　再点検！

「くらしの防災ガイド」を読もう

最低３日分、
できれば７日分

災害
発生・切迫

梅雨・台風シーズン到来。
知る 話す 備える

食料・物資 飲料水
3Lが

テレビ・スマホ・
ラジオ等で
最新情報を入手

避難行動
を確認

命を守る
行動

災害の種類
自宅の危険性

避難ルール

土砂災害

河川の洪水

「区域内」「区域外」
「安全」「危険」など

どこへ（安全な場所）

「自宅」「親せきの家」
「◯◯小学校」
「◯◯より北へ」（津波）

避難に
かかる時間
（準備＋移動）

いつ（避難行動開始）

避難情報
（高齢者等避難、避難指示）
大津波警報など

分

分

高齢者等避難
大雨・洪水注意報等

避難指示

点検
1

点検
2

点検
4

点検
5

点検
3

警戒レベル1
警戒レベル2

警戒レベル3
警戒レベル4

全員避難

レトルト

１人１日 ローリングストック法※

を活用
カレー買い

 足す 食べる

備える

（         ）緊急避難
場所

例 例

高齢者、
障がい者、
乳幼児など
避難

高齢者、
障がい者等は
避難

緊急安全確保

区域内 長田小

西代中

警戒
レベル３

警戒
レベル4

３０

2０
区域外
だけど危険

危険な場所
から避難

※「くらしの防災ガイド」内の記入シートを活用しよう！ ※優先順位をつけて、持ち運びが可能な量に調整しましょう！

目安

ハザードマップ

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！
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