
歴史講演会「日本書紀」と神戸
ー編纂1300年にー

株式会社マルハン
ありがとうございました。

善意銀行2年10月分
（順不同・敬称略）

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。

日時 3月10日(水)14:00～15:30
場所 長田区文化センター別館ピフレ 
3階大ホール
料金  500円
申し込み  1月12日(火)より受付開始
定員 400人（応募先着順）
問 長田区文化センター
☎643-2431　Ⓕ643-4350

対象  血糖値が高い人やそのご家族など
日時 1月8日（金）14:00～14:30
場所 西市民病院北館3階 講義室
料金  無料
定員  50人（先着）
問 西市民病院
☎576-5251　Ⓕ576-5358
適切な感染症対策を講じたうえでの開
催を予定しています。

日時 1月22日(金)
14:00～15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 ウィンターコンサート～まちを
元気に！リフレッシュ！！～
講師 水澤 節子・猿渡 みらい・
植村 翔馬・竹田 景子
料金  参加費無料。同時手話通訳あり
定員  80人
申し込み  事前申し込み制
直接来館するか電話で、名前・住所・
電話番号を伝え申し込み※本人のみ
申し込み期間  12月4日（金）～1月21
日（木）※先着順で定員に達した段階
で締め切り
★事前申し込み無しでの当日参加は不可
問 長田公民館
☎575-1374

子育て

離乳食や歯の相談（電話または来所）
対象 9カ月までの赤ちゃんがいる保護者
日時 1月14日（木）13:15～15:40
場所 区役所6階（来所の場合）
料金  無料
申し込み 4カ月児健診時に配布した
申込書か電話で問へ（予約制）
問 区こども家庭支援課
☎579-2311（内線459）

料金  無料
●離乳食セミナー
離乳食について一緒にお勉強しません
か？
対象 8カ月～離乳完了期の子どもと保
護者
日時 2月25日（木）14:00～15:00
場所 生活創造センター
（新長田合同庁舎1階）
申し込み 2月4日（木）までに問へ 
定員 8組（抽選）

●ベビーカンガルーサロン
3回シリーズで一緒にいろいろ遊んだ
り、お話ししたりしましょう！
対象 0～7カ月の子どもと保護者
日時 2月4日（木）、18日（木）、3月4日（木）
14:00～15:00
場所 長田区役所6階 多目的室
申し込み 1月21日（木）までに問へ 
定員 10組（抽選）
問 地域子育て応援プラザ長田　
☎579-6581　Ⓕ579-6582

講演・講習

糖尿病教室

第９回リフレッシュセミナー

すくすく赤ちゃん相談会

今年も阪神・淡路大震災で犠牲になっ
た人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（内線216）
Ⓕ579-2301

新型コロナウイルスの感染拡大により
部活動の大会、小学校の活動の多くが
中止となりました。そこで、日ごろの
練習の成果を発表できる場を作るため
に、長田区内の小・中学生の活動を繋
げた動画を制作し、区ホームページで
配信しています。
主催 長田区役所 ながたっ子ネット
問 区まちづくり課
☎579-2311　Ⓕ579-2301

お知らせ
1.17震災関連行事～ともそう！
「希望の灯り」・ながた

地域子育て応援プラザ長田
のイベント

催し

場所  新長田図書館　多目的ルーム
料金  無料
●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20日（水）10:30～11:00
申し込み  不要
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  1月22日(金)10:30～11:30
申し込み  不要
定員  5組（先着）
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～　Ⓑ小学生～
日時  1月16日(土)
Ⓐ14:00～14:30　Ⓑ14:30～15:00
申し込み  不要
定員  8人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時  1月9日(土)、23日(土) 、30日(土)
14:00～14:30
申し込み  不要
定員  8人（先着）
●アニマシオン
日時  1月23日(土)10:30～11:45
申し込み  要　1月5日（火）より受付
定員  8人（先着）
問 新長田図書館
☎691-1600　Ⓕ691-2181

長田区役所に保管している、夜間中学
校に関連する震災資料を展示します。
日時  1月17日（日）10:00～17:00、
18日（月）10:00～15:00
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

しんながた図書館だより

動画「輝け！ながたっ子」配信！

人・街・ながた震災資料室展

離乳食セミナーの
申し込みはこちら▶

ベビーカンガルーサロン
の申し込みはこちら▶

ストリートピアノライブ　新長田

若松鷹取公園
（若松町10・11丁目）
大国公園（本庄町2丁目）5:46～6:00

場 所 時 間

5:30～6:00

さん

動画はこちら▶

日時 1月23日（土）13時～（演奏時間 約30分）
会場 アスタくにづか3番館2階（長田区久保町5丁目）
演奏 ピアニスト 松平 舞以（まつだいら まい）
曲目 I am(森田 真奈美：報道ステーション前OP曲)　
Baby, God Bless You(清塚信也：TBS金曜ドラマ コウノドリ曲)ほか
入場無料・申込不要ですので、ぜひ、みなさんお越しください。
※新型コロナ感染症対策対応のうえ開催いたします
問 区まちづくり課
☎579-2311　Ⓕ579-2301

過去のストリートピアノ
ライブ映像はこちら▶
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●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
1月は中止します。2月以降は、次回広報紙をご確認ください。
●成年後見制度の利用手続き相談室
問長田区社会福祉協議会　 ☎511-4277　Ⓕ574-2427
日時 1月22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7日（木）13:00～16:00（要予約）　場所（公社）長田納税協会
●♯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  1月19日（火）、2月2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、12月29日～1月4日除く）　
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、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・・・・・・・・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、12月29日～1月4日除く）

長田区保健だより 1月1日～2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） 1月12日（火）、2月9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
1月8日（金）、2月12日（金）

1月28日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

1月18日（月）、2月10日（水）
2月6日（土）

9:15～11:00
9:15～11:00

長田区役所６階
長田文化センター 3階

実施日 受付時間 会場

ピフレ新長田2Fにマイナンバーカー
ドの窓口が令和2年12月2日（水）オー
プン！
カードの申請、受取のほか、電子証明
書更新などの手続きも可能です。
平日の夜間や土日も開業。予約制でス
ムーズに手続きができ、ますます利用し
やすくなります。ぜひご予約ください。
問 神戸市マイナンバーカード
コールセンター
☎600-2910
Ⓕ862-3890

若松公園鉄人広場をメイン会場に「灯
り」をともします。
※コロナ感染対策で来場者のローソク
点灯と当日のボランティア募集は行い
ません
日時 1月17日（日）
17:30～20:30（点灯）
場所 鉄人広場ほか（若松町6-3 若松
公園内）
内容 灯り点灯、会場募金・
竹募金の実施等
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）

●必ず登録し、年1回狂犬病
予防注射を受ける

●散歩時に糞をしたら必ず持ち帰
り、尿に水をかけ流す

●散歩時は必ずリードにつなぐ

●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
付ける

●室内で飼う

●飼えない子猫が産まれないよう
に、不妊手術をする

●迷子になった場合に備え、首輪に
迷子札（連絡先記入、またはマイ
クロチップ挿入）を付ける

ますます便利！
マイナンバーカード
新長田サテライトオフィスオープン

1.17KOBEに灯りをinながた

守っていますか？ペットの飼育マナー

令和2年度
長田区地域づくり活動助成 活動紹介 Vol.1

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。地域団体・助成内容の詳細については区HPを確認ください。

検 索長田区地域づくり活動助成

●コマハマギャラリープロジェクト
　　　　 駒ヶ林まちづくり協議会
防潮堤の壁面を絵画で埋め尽くすことで、
昔から問題となっていたゴミの不法投棄
が無くなり、今では綺麗な状態に保たれ
ています。

●長田をチョウ舞うまちに
　　　　 自然体験活動支援シニア種まき隊
チョウや自然にふれあえるイベントを実施
しています。
秋ごろに実施した「まるごとチョウや幼虫
とのふれあい体験」では多くの人が参加し、
子どもたちの笑顔が溢れていました。

団体名

団体名

愛犬や愛猫が近隣に迷惑をかけないように、責任をもって飼育しましょう。
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。

犬の飼い主へのお願い 猫の飼い主へのお願い

問 生活衛生ダイヤル　☎771-7497
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第9回は駒ヶ林周辺を巡ります。駒ヶ林は古い歴史と賑やかな漁港の
あるまち。駒ヶ林ならではの漁師さんとの関わりが深いスポットや、
道の脇を通り抜ける猫などに下町の空気を感じられます。
※今回は紙面上が西、右が北です！

●難易度

●所要時間：約  1時間
●総 距 離：約 5km

❶ 浪松街園

❷ 旧駒ヶ林保育所

❸ コマハマギャラリー

❹ 蛭子神社

❺ いかなごの
　 くぎ煮発祥の地

❻ 防災空地①
　 （二葉じぞう広場）

❼ 防災空地②

❽ 駒一地蔵尊

❾ 駒竹稲荷神社

　 尻池市場跡の石畳

浜添湯

JR鷹取駅

寒くなってきていますので、
防寒着のご準備を

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

スタート

ゴール

おさんぽコース

歩いた後は
おふろでさっぱり
しましょう！

毎月紹介される銭湯にスタンプ欄
記載の期限までに入浴でスタンプ
ゲット。
広報紙持参をお忘れなく！
11カ所全てのスタンプを集めると
記念品をプレゼント！
応募方法などは2021年3月号でお
知らせしますのでそれまで集めた
スタンプの保管をお願いします。

広報紙1月号
ながたのおふろを巡ってながたのおふろを巡って

記念品ゲット！記念品ゲット！

 広
報紙1月号

　

　
　浜添湯

銭 湯
スタンプ
ラリー

09
2021.2.28まで

※応募は1人1応募のみ

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！

ゴール！
いわもと けんいち

営業時間15:00～22:00（月金休）
☎681-1736

石畳に石の湯船。神戸で最もレトロ
な雰囲気といわれる文化遺産的銭湯。
女湯には大黒様が鎮座する。

岩本 憲一 さん

笠井 敬司 さん

店主

写真

浜添湯

0.5 5分0.5㎞ 約5分

分約0.1㎞ 約1分
10

駒ヶ林公会堂から、戦後、
駒ヶ林保育所となりまし
た。駒ヶ林では「浜幼稚園」
と呼ばれています。

旧駒ヶ林保育所2

弘法大師が建立されたと
いわれています。800年
以上前の平家のお墓の名
残といわれる五輪塔や六
地蔵など大小のお地蔵様
が祀られています。

駒一地蔵尊8

古くから漁師の崇敬
する社として親しま
れています。昔はここ
にある鳥居の所まで
砂浜だったそうです。

蛭子神社4

空襲の時にはキツネの
像が、ケーンケーンと
鳴いて危険を知らせた
といわれています。

駒竹稲荷神社9

分

分

分

分

分

分

分

分

分

1.0㎞ 約12分

約0.1㎞ 約1分

約0.2㎞ 約2分

約0.2㎞ 約2分

約0.1㎞ 約1分

約0.1㎞ 約1分

約0.3㎞ 約2分

約0.2㎞ 約2分

約2.0㎞ 約18分

● 1丁目 → 東之町（ひがっしょ）　　　● 4丁目 → 仲之町（なかんじょ）

● 2丁目 → 出在家町（でらいけ）　　　● 5丁目 → 堂之町（どうのちょ）

● 3丁目 → 井戸之町（いどんちょ）　　● 6丁目 → 西之町（にしんじょ）

かさい 　けいじ

駒ヶ林は歴史のあるまち。かつての町名に愛着のある人もいらっしゃる
のではないでしょうか？

駒ヶ林町の昔の呼び名

防潮堤に描かれた
アート群。ちょっと遠目
に見ると、海の雰囲気と
合わせて楽しめます。

長田区
まめ知識

人口：94,110人／世帯数：49,357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２年12月1日現在）
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