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　市民花壇コンクール結果発表
今年も阪神・淡路大震災で犠牲になられ
た方々の鎮魂とまちの復興への願いを
込めて、1月17日に「希望の灯り」に関連
した行事を行います。

問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301

 2020年度「それいけながた！
　福祉活動応援助成」申請団体募集
区内の小学生72人から応募があり、16人
が入賞、11月16日（土）に新長田一番街
商店街で表彰式がありました。作品は、新
長田一番街商店街の駐輪禁止のサイン
キューブに掲示しています。皆さん、おめ
でとうございます。
問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2336

　環境ポスター展　
　長田区コンクール受賞者の決定
受賞した作品（入選8点、佳作8点）は地下
鉄新長田駅、長田駅、上沢駅の連絡通路
掲示板、環境局長田事業所外壁の「まちか
ど掲示板」に展示しています。
入選 森 偉月さん（池田小学校２年）、佐々
田 和香さん（真野小学校３年）、尾本 凌駕
さん（西代中学校１年）、澁谷 奏凪さん（西
代中学校１年）、岡 佳奈実さん（長田中学校
２年）、朝稲 羽憂さん（高取台中学校２年）、
小田 朱里さん（高取台中学校３年）ほか
問環境局長田事業所
☎652-1441 Ⓕ652-1443

 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　
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 1月4日(土)、18日(土)
Ⓐ14:00～14:30、Ⓑ14:30～15:00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 1月11日(土)、25(土)14:00～14:30
定員 20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 1月15日（水）10:30～11:00
定員 20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 1月24日(金)10:30～11:30
●アニマシオン～本であそぼう！～
対象 小学生
日時 1月25日(土)10:30～11:45
定員 15人（先着）
申し込み ☎か直接問へ
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　　
　第１０回リフレッシュセミナー
みんなで歌おう！青春の歌※手話通訳あり
日時 １月24日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館 体育室
料金 無料　
申し込み 不要
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 歴史講演会
 古代 長田の国 生田の国
講師 田辺眞人さん（園田学園女子大学
名誉教授）
日時 3月10日(火)14:00～15:30
場所 ピフレ大ホール
定員 400人（先着）　料金 500円
申し込み 1月8日（水）～3月5日（木）に
☎かⒻか直接問へ
問新長田勤労市民センター本館　　
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 災害医療フォーラム
 自然災害時の医療や福祉について
日時 ２月15日（土）14:00～16:00
場所 区役所7階 大会議室
定員 130人（先着）　料金 無料
申し込み 2月5日（水）までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

 

 チョコレートで作る卑弥呼の鏡
日時 2月11日（火・祝）10:00～12:00
場所 ピフレホール
定員 10組（先着）　料金 1,000円
申し込み 1月13日（月・祝）～2月7日（金）
に☎かⒻか直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 1月10日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館３階 講義室
料金 無料
問西市民病院総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

 人・街・ながた震災資料室展
日時 １月16日（木）～18日（土）　
9:30～17:00
※16日（木）は13：00～17：00
場所 神戸生活創造センター講座研修室
（新長田合同庁舎１階）
料金 無料
問人・街・ながた震災資料室
☎579-2311 Ⓕ579-2335

　

 　子どもの安全講演会
講師 木村玲欧さん
日時 2月4日(火)10:00～11：30
場所 区役所７階 大会議室
料金 無料
申し込み ☎で問へ
※当日参加も可能ですが、満席時は入場
をお断りする場合があります
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　よーせて★ランドであそぼう！
　サーキットあそびとマジックショー
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 2月6日（木）14:00～16:00
場所 区役所7階
料金 無料
申し込み 不要
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　すくすく赤ちゃんセミナー
対象 ５～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 1月9日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　
料金 無料
申し込み ☎で問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372

　
　放課後児童クラブ入会希望者募集
対象 市内在住の小学生で、保護者が労働
などのため昼間いない家庭の児童
※受入学年等、入会に関する情報は市ホーム
ページでご確認の上、不明な点は各施設へ
　神戸市　学童保育一覧      　検索
開設期間 ４月１日（水）～翌年３月31日（水）
（日曜、祝休日、年末年始を除く）。
平日…放課後～17:00　
土曜…９:00～17:00　
学校休業日（土曜を除く）…８:30～17:00
※各日とも19:00まで延長あり
料金 基本利用料：月額4,500円　
延長利用料：1,500円（１時間ごと）。
別途おやつ代：月額1,500円（各クラブで徴収）
申し込み １月15日（水）～2月15日（土）
に、直接希望する施設へ。
※学童保育コーナーは午後のみ受け付け
※現在利用中の方も、改めて申し込みが
必要です

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 

1.17震災関連行事～ともそう！
「希望の灯り」・ながた

駐輪マナー啓発ポスター
入賞者表彰式

環境ポスター展　
長田区コンクール受賞者の決定

 お知らせ

ながた
1月の情報BOX

歴史講演会
『日本書紀』と神戸

災害医療フォーラム
自然災害時の医療や福祉について

チョコレートで作る卑弥呼の鏡

西市民病院「糖尿病教室」

人・街・ながた震災資料室展

 講演・講習 催し
しんながた図書館だより

第１０回リフレッシュセミナー

若松鷹取公園

ポケットパーク

大国公園

（若松町10・11丁目）

（日吉町5丁目）

（本庄町2丁目）

5:30～6:00

5:00～10:00

5:30～6:00

場　所 時　間

守っていますか？ペットの飼育マナー

問西部衛生監視事務所　☎579-2660 Ⓕ579-2662

あなたの大切な愛犬や愛猫が、近隣に迷惑をかけないように、
飼い主として最後まで責任を持って飼育しましょう。

犬の飼い主へのお願い
■必ず登録し、年1回狂犬病予防注射を受けさせましょう。
■迷子になった場合に備え、首輪に鑑札、注射済票、迷子札　
　（連絡先記入、またはマイクロチップ挿入）を付けましょう。
■無駄ぼえをしないようにしつけましょう。
■散歩時にふんをしたら必ず持ち帰りましょう。尿に水を掛け
　流しましょう。
■散歩時は必ずリードにつなぎましょう。
■災害時の備蓄品として、ペット用品（避難用のケージ、リー
　ド、薬、水、ペットフード、トイレ用品など）を常備しましょう。

猫の飼い主へのお願い
■近隣への迷惑や病気、事故を防ぐため、室内で飼いましょう。
■飼えない子猫が生まれないように、不妊手術をしましょう。
■迷子になった場合に備え、首輪を装着し、首輪には迷子札
　（連絡先記入、またはマイクロチップ挿入）を付けましょう。
■災害時の備蓄品として、ペット用品（避難用のケージ、リー
　ド、薬、水、ペットフード、トイレ用品など）を常備しましょう。

1.17KOBEに灯りを in ながた
会場の皆さんと灯りをともします。
※当日のボランティアも募集中です

日時 １月17日（金）10：00～21：00
（点灯17：30～、一部日中点灯）
場所 新長田駅前広場（若松町４丁目）
内容 ろうそく点灯、募金、炊き出しなど
問1.17KOBEに灯りをinながた実行
委員会
☎574-2408 Ⓕ574-2427
（長田ボランティアセンター）
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会場受付時間実施日事業名

精神保健
福祉相談

健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：20～10：40

1月10日（金）、2月14日（金）

1月23日（木）

1月14日（火）、2月4日（火）

１3：3０～１5：0０

１5：0０～１6：3０

6階

2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（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。転入された方やご案内が届
いていない方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。

成
人
保
健

実施日 受付時間 会　場

1月21日（火）、2月3日（月）

2月8日（土）

9：15～11：00

9：15～11：00

区役所６階

新長田勤労市民センター

※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
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

■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方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歳以下の方については、区あんしんすこやか係にご相談ください
※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）
•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）  
　等健康不安のある人
•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、12/30～1/3除く）

1月1日～2月15日

申　 
　市民花壇コンクール結果発表
今年も阪神・淡路大震災で犠牲になられ
た方々の鎮魂とまちの復興への願いを
込めて、1月17日に「希望の灯り」に関連
した行事を行います。

問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301

 2020年度「それいけながた！
　福祉活動応援助成」申請団体募集
区内の小学生72人から応募があり、16人
が入賞、11月16日（土）に新長田一番街
商店街で表彰式がありました。作品は、新
長田一番街商店街の駐輪禁止のサイン
キューブに掲示しています。皆さん、おめ
でとうございます。
問区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2336

　環境ポスター展　
　長田区コンクール受賞者の決定
受賞した作品（入選8点、佳作8点）は地下
鉄新長田駅、長田駅、上沢駅の連絡通路
掲示板、環境局長田事業所外壁の「まちか
ど掲示板」に展示しています。
入選 森 偉月さん（池田小学校２年）、佐々
田 和香さん（真野小学校３年）、尾本 凌駕
さん（西代中学校１年）、澁谷 奏凪さん（西
代中学校１年）、岡 佳奈実さん（長田中学校
２年）、朝稲 羽憂さん（高取台中学校２年）、
小田 朱里さん（高取台中学校３年）ほか
問環境局長田事業所
☎652-1441 Ⓕ652-1443

 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　
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～、Ⓑ小学生～
日時 1月4日(土)、18日(土)
Ⓐ14:00～14:30、Ⓑ14:30～15:00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 1月11日(土)、25(土)14:00～14:30
定員 20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 1月15日（水）10:30～11:00
定員 20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 1月24日(金)10:30～11:30
●アニマシオン～本であそぼう！～
対象 小学生
日時 1月25日(土)10:30～11:45
定員 15人（先着）
申し込み ☎か直接問へ
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

　　
　第１０回リフレッシュセミナー
みんなで歌おう！青春の歌※手話通訳あり
日時 １月24日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館 体育室
料金 無料　
申し込み 不要
問長田公民館　
☎575-1374 Ⓕ575-1785

 歴史講演会
 古代 長田の国 生田の国
講師 田辺眞人さん（園田学園女子大学
名誉教授）
日時 3月10日(火)14:00～15:30
場所 ピフレ大ホール
定員 400人（先着）　料金 500円
申し込み 1月8日（水）～3月5日（木）に
☎かⒻか直接問へ
問新長田勤労市民センター本館　　
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 災害医療フォーラム
 自然災害時の医療や福祉について
日時 ２月15日（土）14:00～16:00
場所 区役所7階 大会議室
定員 130人（先着）　料金 無料
申し込み 2月5日（水）までに☎で問へ
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

 

 チョコレートで作る卑弥呼の鏡
日時 2月11日（火・祝）10:00～12:00
場所 ピフレホール
定員 10組（先着）　料金 1,000円
申し込み 1月13日（月・祝）～2月7日（金）
に☎かⒻか直接問へ
問ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 西市民病院「糖尿病教室」
日時 1月10日（金）14:00～15:30
場所 西市民病院北館３階 講義室
料金 無料
問西市民病院総務課
☎576-5251 Ⓕ576-5358

 人・街・ながた震災資料室展
日時 １月16日（木）～18日（土）　
9:30～17:00
※16日（木）は13：00～17：00
場所 神戸生活創造センター講座研修室
（新長田合同庁舎１階）
料金 無料
問人・街・ながた震災資料室
☎579-2311 Ⓕ579-2335

　

 　子どもの安全講演会
講師 木村玲欧さん
日時 2月4日(火)10:00～11：30
場所 区役所７階 大会議室
料金 無料
申し込み ☎で問へ
※当日参加も可能ですが、満席時は入場
をお断りする場合があります
問市イベント案内・申込センター
☎333-3372

　よーせて★ランドであそぼう！
　サーキットあそびとマジックショー
対象 0歳～就学前の子どもと保護者
日時 2月6日（木）14:00～16:00
場所 区役所7階
料金 無料
申し込み 不要
問地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　すくすく赤ちゃんセミナー
対象 ５～7カ月の赤ちゃんと保護者
日時 1月9日（木）13:30～15:40頃
（受付13:15～）
場所 区役所6階　
料金 無料
申し込み ☎で問へ
問イベント案内・申込センター
☎333-3372

　
　放課後児童クラブ入会希望者募集
対象 市内在住の小学生で、保護者が労働
などのため昼間いない家庭の児童
※受入学年等、入会に関する情報は市ホーム
ページでご確認の上、不明な点は各施設へ
　神戸市　学童保育一覧      　検索
開設期間 ４月１日（水）～翌年３月31日（水）
（日曜、祝休日、年末年始を除く）。
平日…放課後～17:00　
土曜…９:00～17:00　
学校休業日（土曜を除く）…８:30～17:00
※各日とも19:00まで延長あり
料金 基本利用料：月額4,500円　
延長利用料：1,500円（１時間ごと）。
別途おやつ代：月額1,500円（各クラブで徴収）
申し込み １月15日（水）～2月15日（土）
に、直接希望する施設へ。
※学童保育コーナーは午後のみ受け付け
※現在利用中の方も、改めて申し込みが
必要です

2020年度「それいけながた！ 福祉活動応援助成」申請団体募集

各種相談
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 相談室   　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
問兵庫県行政評価事務所　☎331-9096　※申し込み不要、先着
　日時／1月14日（火）13：00～15：00 　場所／区役所３階 相談室

成年後見制度事前相談室
問区社会福祉協議会　☎511-4277 Ⓕ574-2427
　日時／1月24日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

税務相談
問近畿税理士会長田支部　☎747-0588
　日時／1月9日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

 子育て
子どもの安全講演会
～子どもたちを水害から守るためには～

放課後児童クラブ入会希望者募集

よーせて★ランドであそぼう！
サーキットあそびとマジックショー

すくすく赤ちゃんセミナー

善意銀行10月分（順不同・敬称略）
小規模多機能かけはし、株式会社
マルハン、新長田北地区ふれあい
まつり実行委員会、㈱mi-kittyミキ
ティ介護事業所
ありがとうございました。

池田児童館

片山児童館

五位の池児童館

駒栄児童館

志里池児童館

大日丘児童館

長田児童館

長楽児童館

細田児童館

真野児童館

蓮池学童保育コーナー

丸山ひばり学童保育コーナー

御蔵学童保育コーナー

☎691-7019

☎631-8366

☎642-2171

☎641-7550

☎671-3791

☎631-3715

☎576-9732

☎734-1810

☎612-3797

☎681-6391

☎643-5284

☎691-5051

☎511-0705

池田広町41-10

片山町3-2-11

長尾町1-4-30

駒栄町3-1-17

苅藻通1-4-7

大日丘町3-8-10

四番町4-54

海運町7-1-23

細田町7-1-30

東尻池町6-3-19

大谷町1-1-10 蓮池小学校内

西丸山町3-2-1 丸山ひばり小学校内

一番町4-1 御蔵小学校内

共同募金・善意銀行・芝田カナヱ基金を活用し、区内の地域福祉課題解決に取り
組む事業を支援します。※助成上限額25万円、審査あり
申し込み ２月10日（月）（必着）までに問で配布する募集要項かホームページを
確認し、郵送で問へ
問区社会福祉協議会 〒653-8570（住所不要） ☎511-4277 Ⓕ574-2427



年に一度、演奏家が一堂に会するコンサート。被災者への“祈り”と、
これからを担う子どもたちへの“希望”を胸に、音色を届けます。

◆第27回 サルビアコンサート 
　震災から25年　～祈り・希望～
日時／2月15日（土）14：30～
場所／ピフレホール
出演／水澤節子、大木有子、金治久美子、辰野翼、高橋麻理子、
　　　神吉佐智恵、スーパーキッズオーケストラ（アンサンブル）、
　　　みすまる保育園
曲目／しあわせ運べるように（臼井真）、歩くうた（林光）、
　　　ポロネーズ第６番「英雄」（F.ショパン）ほか
定員／300人（抽選）　料金／無料
申し込み／往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、人数(２人まで
可)を記入し問へ ※1月24日（金）締切（消印有効）。
問〒653-8570 (住所不要)
　サルビアコンサート事務局（区まちづくり課内）
　☎579-2311(内222)　Ⓕ579-2301

多くの音楽家が活動し、今や“音楽のまち”となった長田。
その長田において、寒い季節にぴったりの、心温まる音楽をお届けするイベントをご紹介します。

サルビアコンサート 文化ウイーク

長田文化協議会 代表  
水澤節子さん

※来年度以降の出演者オーディションも開催！ 詳しくは、10面をチェック！

春の訪れを待つ
あなたに音楽を

年に一度、演奏家が一堂に会するコンサート。被災者への“祈り”と、
これからを担う子どもたちへの“希望”を胸に、音色を届けます。

◆第27回 サルビアコンサート 
　震災から25年　～祈り・希望～
日時／2月15日（土）14：30～
場所／ピフレホール
出演／水澤節子、大木有子、金治久美子、辰野翼、高橋麻理子、
　　　神吉佐智恵、スーパーキッズオーケストラ（アンサンブル）、
　　　みすまる保育園
曲目／しあわせ運べるように（臼井真）、歩くうた（林光）、
　　　ポロネーズ第６番「英雄」（F.ショパン）ほか
定員／300人（抽選）　料金／無料
申し込み／往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、人数(２人まで
可)を記入し問へ ※1月24日（金）締切（消印有効）。
問〒653-8570 (住所不要)
　サルビアコンサート事務局（区まちづくり課内）
　☎579-2311(内222)　Ⓕ579-2301

サロンコンサート
毎月第３水曜に区役所７階で開催されるコンサート。プロ・アマ問わ
ず、老若男女さまざまな演奏家が精いっぱい音を奏でます。

◆第345回 サロンコンサート
日時／1月1５日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階区民ギャラリー
出演／みすまる保育園あじさい組、長田公民館コーラス教室　　
曲目／しあわせ運べるように（臼井真）、花は咲く(菅野よう子)ほか
問市イベント案内・申込センター　☎333-3372

２月には「長田文化ウイーク」と題して、３回のサロンコンサートと長
田区内の子どもたちの作品展である長田ちびっこ画家たち展を開催
します。この機会に、長田の文化の薫りを感じてください。

◆第26回長田文化ウイーク
場所／区役所７階区民ギャラリー

●第346回サロンコンサート
　日時／２月12日（水）12:20～12:50
　テーマ／もうすぐバレンタイン♡愛を奏でる
　出演／古川知子（ピアノ）、庄司優歌（ソプラノ）　　
　曲目／初恋（越谷達之助）ほか

●第347回サロンコンサート
　日時／２月17日（月）12:20～12:50
　テーマ／琵琶で奏でる神戸の歴史
　出演／加藤敬徳（薩摩琵琶）
　曲目／琵琶塚（平経正物語）、敦盛

●第348回サロンコンサート
　日時／２月19日（水）12:20～12:50
　テーマ／ショパンとドビュッシー
　　　　　「２人の音楽の関係性」
　出演／辰野翼（ピアノ）
　曲目／バラード第１番ト短調Op.23ほか

●第19回長田ちびっこ画家たち展
　日時／２月12日（水）～21日（金）
　　　　平日10：00～17:00、
　　　　日曜10：00～16:00

問市イベント案内・申込センター　☎333-3372

　長田区では全市的にも珍しい音楽における事業
を展開しています。上記のほか、小中学校や幼稚
園・保育園にプロの演奏家を派遣する「まちの音
楽キャラバン隊」の開催、生の音楽を身近に触れる
ことができる演奏会「おもしろ音楽博物館」への支
援により、まちの活性化やにぎわいづくりを進め
ています。
　また、震災の被害が大きかった長田で、阪神・淡

路大震災21世紀復興記念事業として始まったアス
タ新長田スティールパン振興会の「スティールパン
コンサート」や、震災の犠牲者への鎮魂を目的とし
た「ゴスペルコンサート」の支援も行っています。
　今年で震災から25年。音楽を通して心がつなが
り癒やされることを願うとともに、今後も区内で音
楽に触れられる場を設け“音楽のまち長田”を推進
していきます。

長田文化協議会は「文化の薫りのする街
づくり」を目指して、平成５年に設立され
ました。サロンコンサートは若い音楽家
の活躍の場として、サルビア
コンサートは震災復興などを
テーマに、コンサートを開催
してきました。音楽を通して、
喜びや悲しみを分かち合い
たいと思っています。

長田と音楽
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●長田区の姿（令和元年12月1日現在） 人口：95,128人  世帯数：49,428世帯  面積：１１.3６㎢  
●〒653‐8５70 長田区北町3-4‐3  ●Eメール nagata@office.city.kobe.lg.jp　
●ホームページ　　　　　　　　　 
●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）　　

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐23011 長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB


