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第50回おもしろ音楽博物館

第15回そんなあなたを応援します
新長田で大応援パフォーマンス

5月
記号の見方／☎…電話 Ⓕ…FAX
…問い合わせ

催し

…Eメール

お知らせ
長田区一斉クリーン作戦(6月6日)
の軍手・ごみ袋を配布
日時 5月20日(木)、21日(金)
9:00〜12:00、13:00〜15:30
場所 区役所7階 大会議室
申し込み 不要
区まちづくり課
☎579-2311(内線225) Ⓕ579-2301

長田の夏まつり情報 大募集
申し込み 5月21日(金)までに開催日時、
場所、
まつり概要、雨天開催の有無、主催
者名、連絡先を☎かⒻで へ
区まちづくり課
☎579-2311(内線228) Ⓕ579-2301

日時 5月8日(土)13:00〜14:30
場所 若松公園鉄人広場
※雨天時は六間道5丁目商店街
NPO法人KOBE鉄人PROJECT
☎646-3028 Ⓕ642-3444

第9回親子で楽しめる！
長田駒ヶ林漁業体験ツアー
タッチプール、競りの体験など
対象 小学1〜6年生の親子
(親1人子1人で1組)
日時 5月30日(日)9:00〜12:15
(受付8:30〜)
場所 駒ヶ林浦漁業会集会所前
(駒ヶ林町4-3-2)
定員 20組(抽選)
料金 1組1,000円(当日支払い)
申し込み 5月9日(日)まで
市事業・イベント案内センター
☎333-3372または☎０５７０-083330
長田区 漁業体験ツアー 検索

◀申し込みはこちらから

長田区地域づくり活動助成
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。
助成額 上限30万円(審査あり)
対象期間 4月1日〜来年3月31日
申し込み 5月31日(月)までに申請書を郵
送か直接 へ
区まちづくり課
☎579-2311(内線222) Ⓕ579-2301
長田区 活動助成

検索

防犯カメラ直営設置のお知らせ
子どもや女性への犯罪防止を目的に、小
学校通学路や主要駅周辺に防犯カメラを
設置します。設置場所(案)は市ホームペー
ジで公開。資料は区まちづくり課でも閲
覧できます。ご意見などがあれば へ
対象 区内在住、在勤、在学者
期間 5月１０日(月)〜３１日(月)
市危機管理室
☎322-6238 Ⓕ322-6031
kikikanri3̲info@oﬃce.city.kobe.lg.jp
神戸市 防犯カメラ直営設置 検索

日時 5月23日(日)14:00開演
(13:30開場)
場所 ピフレホール
定員 ３００人(先着)
料金 前売1,000円、当日1,500円
(中学生以下無料)
申し込み 5月13日(木)までに住所・氏名・
電話番号・参加人数・年齢を往復はがきで
へ
〒653-8570(住所不要)区まちづくり課
おもしろ音楽博物館係
☎090-5903-2408
(ほたる火コンサート協会)

●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 5月19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 5月28日(金)10:30〜11:30
定員 5組(先着)
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳〜 Ⓑ小学生〜
日時 5月1日(土)、15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 5月8日(土)、22日(土)、29日(土)
14:00〜14:30
定員 8人(先着)
●工作会
「ポンポンどうぶつえん」
対象 5歳〜小学生(未就学児は保護者同伴)
日時 5月9日(日)13:30〜14:30
申し込み 4月14日(水)から☎か直接 へ
定員 4人(先着)
新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

対象 血糖値が高い人やその家族など
日時 5月14日(金)14:00〜14:30
場所 西市民病院北館3階 講義室
※感染症対策を講じた上での開催を予定
しています
定員 50人(先着)
料金 無料
西市民病院
☎576-5251 Ⓕ576-5358

子育て
すくすく赤ちゃん相談会

「蝶々夫人」講談 × Music
〜話芸と音楽の調和〜
日時 5月26日(水)19:00開演(18:15開場)
場所 ピフレホール
演目 講談「蝶々夫人」、スペイン
（C.コリ
ア）
ほか
出演 神田京子、
カルテットミュルミュール
定員 200人(先着)
料金 前売1,500円、当日2,000円
※学生1,000円(窓口販売のみ)
申し込み 直接 かイープラス (http//eplus.jp)へ
長田区文化センター別館 ピフレホール
☎621-1120 Ⓕ621-0914

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
申し込み 記載のないものは不要

糖尿病教室

講演・講習
教えて！栗木先生！
！
コロナ時代のボランティア活動のこと
対象 ボランティア活動に興味のある人
日時 5月1７日(月)14:00〜16:00
場所 区役所7階 大会議室
定員 40人(先着)
料金 無料
申し込み 5月10日(月)までに☎かⒻか
で へ
長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427
nagatavc@aqua.famille.ne.jp

第３回 リフレッシュセミナー
日時 6月18日(金)14:00〜15:00
場所 長田公民館本館 体育室
演題 遺跡が語る神戸の歴史〜長田区の
考古学〜
講師 神戸市文化スポーツ局文化財課
学芸員 山田侑生氏 ※同時手話通訳あり
定員 100人(先着)
料金 無料
申し込み 5月21日(金)〜6月17日(木)
長田公民館
☎575-1374 Ⓕ575-1785

離乳食や歯の相談(電話か来所)
対象 9カ月までの乳児がいる保護者
日時 5月１３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☎で へ(予約制)
区こども家庭支援課
☎579-2311(内線459) Ⓕ579-2344

子育て応援プラザ長田からの
お知らせ
料金 無料
●体験保育①
対象 10カ月〜2歳の子どもと保護者
日時 5月25日(火)10:00〜11:00
場所 認定こども園 神楽こども園(神楽町
2-2-29)
定員 各年齢1組ずつ(抽選)
申し込み 5月12日(水)まで
●体験保育②
対象 1〜2歳の子どもと保護者
日時 6月11日(金)10:00〜11:00
場所 認定こども園 神戸保育園(水笠通
3-4-14)
定員 5組(抽選)
申し込み 5月27日(木)まで
●西野幼稚園であそぼ！
対象 0歳〜就学前の子どもと保護者
日時 5月27日(木)10:30〜11:30
場所 神戸市立西野幼稚園(重池町1-10-8)
定員 10組(先着)
申し込み 5月20日(木)まで
地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
◀申し込みはこちらから
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銭湯スタンプラリー
昨年5月から掲載していた
「長田区内銭湯
スタンプラリー」
は、好評をいただきまし
た。見事制覇されたのは神戸市内外の方
を含め、18人でした。ご参加ありがとうご
ざいました。
残念ながら制覇できなかった方も、
ラスト
チャンス！スタンプを7ヶ所以上集めた方
は、区まちづくり課広報紙担当までご連
絡ください。
ちなみに長田区内の銭湯では、5月5日
（水・祝）
またはその前後に無病息災を祈
る菖蒲湯を行っています。
これからも区内
の個性豊かな銭湯をお楽しみください！
区まちづくり課 ☎579-2311
（内線212）

長田インスタいいね大賞！
長田区の公式インスタグラムはもうご覧
になりましたか？ 最も
「いいね！」
があった
のは、昨年8月に長田区へインターンに
来た学生たちが作ってくれた記事でした！
（3月31日時点で204いいね！）
。今後も長
田区のイベン
Nagata
トなどをお 知
らせしていき
ますので、
フォ
ロー＆いいね！
をよろしくお
願いします！

善意銀行3年2月分
（順不同・敬称略）

株式会社マルハン、アスタピア
新長田ウィズコート管理組合地
蔵尊
ありがとうございました。

第35７回 サロンコンサート
無料

申し込み不要

5月のサロンコンサートは動画のみの
お届けになります。
出演／花本 優
（ピアノ）
曲目／エチュードop.10-3 別れ、
op.10-12 革命
（ショパン） ため息
（リスト）
ほか
※5月28日頃に区の
ホームページから
動画配信します。

区まちづくり課
☎579-2311(内線228)
Ⓕ579-2301

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。

「８月３日＝ビーチサンダルの日」
を広める
アイデアを募集します！
世界中で愛用されているビーチサ
ンダルは、長田区が発祥の地とさ
れています。
８月３日は、
日本記念日
協会も認める
「ビーチサンダルの
日」
。その日に向けて長田区の全国
的な知名度を高めていくため、
「８
月３日と言えばビーチサンダルの
日」
「ビーチサンダルといえば長田」
と言ってもらえるようなアイデアを
募集します。
例）
・ビーチサンダルだからこそ踊れる、ビーサンダンスを考案！
・ビーチサンダルの金型を使ったお好み焼き
「ビーチサンダル焼き」
を開発！

なぜ８月３日？

８月の８をビーチのＢに、
３日の３をサンダルの３に見立てているためです。
特に知名度が高まりそうな取り組みについては、
広報紙８月号や長田区のSNS
などでご紹介したり、
区の事業として実現させたりする可能性があります。
アイデアは、氏名・連絡先を明記の上、 またはⒻで区まちづくり課へお送り
ください。

ビーチサンダル愛のあふれるアイデア、お待ちしています！
締切／５月31日
（月）
区まちづくり課 Ⓕ579-2301
nagata-suishin@oﬃce.city.kobe.lg.jp
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長田区保健だより

5月1日〜6月15日

■区役所での健診など
実施日

受付時間

会場

5月11日
（火）

9：00〜11：00

6階

事業名
①健康相談・栄養相談
（予約制）
相談員
（予約制）

②
精神保健
福祉相談

医

師
（予約制）

2階

随時
5月12日
（水）
、
６月９日
（水）

１４
：0０〜１5：3０

５月2７日
（木）

１5：0０〜１6：3０

5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
申
○

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、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
※神戸市国保特定健診受診券は4〜5月に発送します
※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 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歳以下の方については、市ホームページをご覧ください
（右上QRからエントリーできます）

健康企画課 ☎３２２-6517 Ⓕ322-6053

※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
実施日

受付時間

５月2８日
（金）
、
６月８日
（火）

9：15〜11：00

区役所６階

5月14日
（金）
、
６月１５日
（火）

9：15〜11：00

長田区文化センター３階

会

場

■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）
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
神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）

各種相談

無料

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 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

兵庫行政評価事務所 ☎331-9096 ※申し込み不要、先着順
日時／５月1１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

区社会福祉協議会 ☎511-4277 Ⓕ574-2427
日時／5月24日
（月）
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
hikikomori̲shien@oﬃce.city.kobe.lg.jp
対象／ひきこもり状態にある本人、家族など 場所／区役所５階４番相談室
日時／5月18日
（火）
、6月1日
（火）
13:30〜、15:00〜 定員／2組まで
（先着）
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●長田区の姿
（令和3年4月1日現在）人口：93,901人 世帯数：49,553世帯 面積：
１１.3６㎢

！？

サクッと解決！

こちら
ながた
偵団

探

ホーム
ページ

HP

フェイス
ブック

長田区IG

長田区HP 検 索

長田区FB 検 索

検索

発行／長田区役所 〒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

●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）

壁をよじ登るという

ワニの正体を探れ！

毎月、区民から寄せられた謎や不思議をさまざまな視点で調査・解明していき、

【依頼情報

】

よりディープな長田区の魅力について探っていく、
その名も
「ながた探偵団」
！

水笠通公園
の近くに、
口を大きく開
き、
壁を登るワニ
がいます！
調査してくだ
さい！（
区民

「これってなんでこんな形なの？」
「近所にあるけどよく知らないなぁ」
など、
第１弾は、先月まで掲載していた
「ながたさんぽ」
を楽しんでいた区民からの依頼です。

Ａさん）

！
？

いざ調査開始！
そこで我々が見たものは！

﹁ 町の中にワニ それは危 険 だ！﹂

我々は寄せられた目撃情報を基に︑す

ぐさま現場へ向かった︒そこで目にした

ものは⁝︒

医療法人神戸歯科診療所の壁に張

今回調査したワニは人に被害を与えるもの
ではなく、歯科医院とその患者を見守って
いる、
まるで守り神のようでした。
これからも
壁からそっと見守ってくれると思います。

【依頼募集】
長田区にまつわる謎や疑問を
お寄せください。
ながた探偵団が
全力で調査します。電話、FAX、
手紙、SNSからご連絡ください。
あなたの依頼が掲載されるかも!?

長田区まちづくり課広報紙担当
☎579-2311（内線212）
FAX579-2301

ここは私の通勤路で、毎朝ワニ
を気にしながら歩くことが1年以
上続いていました。ワニの謎が
解明されて、
これからゆっくり眠
れます。ながた探偵団の今後の
活躍に期待しています。
探偵団団長
増田区長

まちづくり課
長田探偵

18

︶年

満載。
「トリックアート」の一種だそう。

ちることはなく︑2006︵平成

に建物を新築してからも︑大雨や台風

にも一度も落ちたことのない屈強なワニ

たちだ︒

ワニはこの診療所のマスコットキャラ

クターで︑院内にもこれと同一ではない

が︑置物のワニが飾られている︒ちなみ

に︑新 長田駅 方 向から来る人にはワニ

ボールがめり込んでいるなど遊び心が

の壁が見 えないため︑気 付かれないこ

とが多いそうだ︒

院内の壁にもアメフトとバスケットの

り付いた6匹のワニ！

︶年の開 業 間もない

59

飼い主の大 畑 元 敬 院 長によると ︑

1 9 8 4︵ 昭 和

ころ︑当 時 販 売 されていたワニのおも

ちゃと同じものを壁に取り付けたとの

て付けたそうで︑今もずっと診 療 所を

見守り続けている︒1995︵平成7︶

年の阪 神・淡 路 大 震 災では︑建 物の内

部は被 害を受けたが︑
ワニが壁から落

こと︒歯が多くて丈夫なワニにあやかっ

長
田
の
町
に
ワ
ニ
が
出
た
！

素朴な疑問でも長田区内のことなら独自の情報網を使って調査します。

長田区細田町6丁目1-20の
建物の東面、
2階の壁に
注目です！

インスタ
グラム

