
8月15日（土）に区役所前広場で開催
を予定していました精霊送りは新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、開催を中止します。
精霊送りに持ち込む予定であった供物
等の回収については、次のとおりです。
いつも利用されているクリーンステー
ションの決められた曜日に指定袋に入
れて出してください（仏具等は紙に包
むなどご協力ください）。
※指定袋に入らない場合は大型ごみ
受付センター（☎392-7953
平日9:00～16:00）へ
※供養を望まれるものは各人で供養を
済ませてください
問 市事業・イベント案内センター
☎333-3372　Ⓕ333-3314

人権の擁護と人権思想の普及高揚に
貢献された功績をたたえて、5月3日に
人権擁護委員の表彰が行われました。
長田区では、下記の委員が受賞されま
した。受賞おめでとうございます。
〇全国人権擁護委員連合会長表彰
　神保紀子さん
問 福祉局人権推進課
☎322-5234　Ⓕ322-6048

美しく保たれているステーションを顕彰。
対象  定期的な清掃やマナー・ルール
などが守られているステーション。
※詳細は申込用紙をご確認ください
申し込み 8月31日（月）までに問か区
役所で配布する申込用紙を郵送かⒻ
で問へ
問 環境局長田事業所
〒653-0025真野町9-24
☎652-1441　Ⓕ652-1443

区民の皆さんの寄付による70歳以上
の高齢者の区民を対象とした歩行杖有
料交付事業を、介護保険制度の充実や
機能的な杖の普及により、8月31日を
もって終了します。
今後は高齢者をはじめ地域の課題を対
象とした新たな支援を行う予定です。
※杖先のゴムキャップ交換は令和3年
3月29日まで実施
問 長田区社会福祉協議会　
☎579-2311

お知らせ

●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（当面中止）
問 兵庫行政評価事務所　　☎331-9096
●成年後見制度事前相談室
コロナウイルスの影響により、電話相談のみでの対応に変更しています。
問 成年後見支援センター　☎271-5321　日時 毎月第4金曜日13:30～15:30
●税務相談
問 近畿税理士会長田支部　☎747-0588
日時  8月6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  8月18日（火）、9月1日（火）13:30～、15:00～
場所 長田区役所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、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（土日祝除く）

長田区保健だより
8月1日～ 9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）8月11日（火）、8月25日（火）9月8日（火） 9:20～10:40 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
8月14日（金）、9月11日（金）

8月27日（木）

13:30～15:00

15:00～16:30

②

くらし支援ネット神戸、
神戸ベトナム人会、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。

善意銀行2年5月分
（順不同・敬称略）

8月18日（火）
8月24日（月）、9月15日（火）
9月2日（水）

9:15～11:00
9:15～11:00
9:15～11:00

丸山コミュニティセンター
長田区文化センター 3階
長田区役所６階

実施日 受付時間 会場

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  8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  8月8日(土)、22日（土）、29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歳の子どもと保護者
日時  8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  8月28日(金)10:30～11:30
定員  5組（先着）
●アニマシオン
対象 小学生
日時  9月5日(土)10:30～11:45
申し込み 8月10日(月・祝)より受付
定員  8人（先着）
問 新長田図書館
☎691-1600　Ⓕ691-2181

しんながた図書館だより

精霊送りの中止について

優良クリーンステーションの
候補募集

歩行杖有料交付事業の
終了について

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。

人権擁護委員の表彰
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▲ スタッフの手作りおもちゃ
▲ 民族衣装が着られる！

◀ ゆっくりできる個室スペース

入賞作品は「2021年カレンダー」に掲載
します。入賞された人にはプレゼントも！
応募条件 おおむね１年以内に長田区で
撮影された写真
応募方法 チラシ（問、地域福祉セン
ター等で配布）の裏面に写真を貼付、
必要事項を記入の上、郵送か直で問へ。
区ホームページ・ＳＮＳ（Instagram）
からも応募可能
締め切り 9月25日（金）必着
問 区まちづくり課「ながたのキレイな
ところ」係
☎579-2311　Ⓕ579-2336

新長田にはおいしいお店がいっぱい。
どのお店でランチをしよう？と迷った
ら、インスタグラムをひらいて「＃新長
田さがしてランチ」で検索。
きっと行きたいお店が見つかりますよ♪
ランチに行ったら、＃新長田さがして
ランチ、＃お店の名前をつけて投稿し
てください♪ランチ探しをみんなで助
け合いましょう♪

新長田さがしてランチとは…

Instagram
はこちら→

● ながたのキレイなところカレンダー写真大募集 ● 新長田さがしてランチ

に遊びに来てください！！
「おやこふらっとひろば ながた」「おやこふらっとひろば ながた」

子育て中の親子がふらっと気軽に遊んでくつろぐことのできる
「おやこふらっとひろば ながた」が6月1日からオープンしています。
区役所4階の広々とした空間で親子一緒に楽しく過ごすことができます。たくさんの絵本やぬいぐ
るみ、木のおもちゃ、プレイマットなどがあり、なかでもスタッフの手作りおもちゃが人気です。
長田区のひろばの特徴は多文化共生でいろいろな国のおもちゃや本、衣装があり子どもにとって
新しい出会いと発見にあふれています。授乳スペースや食事ができるスペースもあります。
今後さまざまな子育てに関するイベントもこのひろばで開催する予定です。

6月1日
OPEN
しました！！

親子の関わり、
ひとりひとりの個性を
大切に親子を見守ります。
ぜひ、気軽に遊びに
来てくださいね。

※オープン時間は新型コロナウイルス感染拡大防止のため制限している場合があります
詳しくはホームページ、ためまっぷながた、おやこふらっとひろばながたのインスタグラムでご確認ください

【対象】主に0～2歳の子どもと保護者
【日時】平日9:00～17:00
【場所】長田区役所４階
【料金】無料 スタッフ一同

4人の家の近くにあって、街が見渡せる高台という設定。きれいな夜明
けのシーンを撮るため、4回も撮影が行われました。春もまだ浅く気温
も低い日が多かったのですが、その分空気も澄んでいて、とても美しい
夜景や朝焼けの風景が撮れました。

季節はずれの4月に夏祭りの風景を作
り出すため、倉庫にしまってある提灯
やのぼりなどを飾り、当日はたくさん
の周辺住民の皆さんに、浴衣を着てエキ
ストラとして出演していただきました。

シアターを本当の舞台のセッ
トのように飾り付け、雰囲気
たっぷりの中、演劇の稽古を
しているシーンの撮影が行わ
れました。

長田区内で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のロケが行われました！「思い、思われ、ふり、ふられ」

美しい夜明けシーンの大丸山公園
劇団の稽古場を再現した

ArtTheater dB 神戸のシアタ
ー

大丸山公園や長田神社、ダンスボックスで8月14日（金）公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」のロケが行われました。
映画の詳しい情報は全市版4面をご覧ください。

映画

�
夏祭りを演出！
長田神社� �

Ⓒ2020「思い、思われ、ふり、ふられ」製作委員会　Ⓒ咲坂伊緒／集英社　　問 神戸フィルムオフィス　☎262-1261 Ⓕ230-0808
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　お買い物上手な女性には、新長田駅付近の商店街はご存知のエリアです。「大正筋」とい
う商店街も100年の歴史があるのですが、商売は「本日から開店」の気持ちで頑張っておら
れます。震災を思い起こすコーナーや、おも
ろい住民アートも見つけることができます。
長田では「誰もが文化人」なのかな。人なつっ
こい住民が本業のお商売の横にあるアート
展示を自慢してくれるのです。最近、この地
域にやって来た若者も、地元の人と友人に
なり、古き人情やたたずまいを大切にしつ
つ「新しい長田文化風景」「長田情緒の融合」、
みなさんで、みつけだしてください。

『グレーター真野の空から
ー神戸・長田の歩き方ー』の著者。
内閣府エイジレス章受章。
「1.17KOBEに灯りをinながた実
行委員会」委員長、神戸地域ビジョ
ン委員会専門委員など、神戸と
長田の活性化に取り組んでいる。

● 和田 幹司さん

～ まち歩きのプロ。　　　　　ワダカンさん！！～教えて！

第4回は新長田のまちなかにあるアートをめぐります。ベビーカーでも自転車でも回りやす
いルートです。同じ道を何度も通りますが、新たな発見を楽しみながら歩いてみてください。

●難易度

●所要時間：約   1時間
●総 距 離：約 1.5km

❶ コテモニュメント

❷ ピフレホール

❸ 大橋地下道

❹ ウォールギャラリー

❺ 神戸映画資料館

❻ ArtTheater dB神戸

❼ school&studio がらす庵

❽ 中村美術館

❾ 鉄人街灯

　 鉄人28号モニュメント

菊水温泉

神戸市営地下鉄新長田駅

地下鉄や商店街を
通って暑さを避けて、
のんびり散歩しましょう

長田区まちづくり課　☎ 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8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8月号

　

　
　菊水温泉

銭 湯
スタンプ
ラリー

04
2020.9.30まで

約5分

約20分

約35分

8 中村美術館

理容中村の夫婦が手掛けた作品が
展示されています。張り子や焼き物
等、見ごたえのある多様な作品が並
びます。訪問される場合は隣の理容
中村の店主へお声かけください。

※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！
したむかい　ひろし

営業時間14:00～24:00（水曜定休）
久保町6-1-15／☎078-611-4754

営業時間10:30～18:00（水・木曜定休）
腕塚町5-5-1アスタくにづか1番館2F
☎078-754-8039

営業時間9:00～18:30（月・火曜定休）
久保町9-8-14 ／☎078-611-5224

美肌と健康に良く、保湿効果の高
い軟水をシャワーや浴槽すべて
に使用。立地もよく、設備も充実
しています。

下向井 博 さん

なかむら　ゆうじろう
中村　雄二郎 さん

5
支配人

神戸映画資料館

映画の面白さや歴史を、展示資料や映像、ポ
スター等で体験できる資料館。ミニシアター
では懐かしい映画の上映会も。併設のカフェ
も落ち着いた雰囲気で素敵です。

たなか　のりこ
田中 範子 さん

久保町6-1-1アスタくにづか4番館4F
☎078-646-7044
https://db-dancebox.org/

6 ArtTheater dB神戸
NPO法人DANCE BOXが運営する小劇場。ダン
スや演劇、音楽ライブのほか、ダンスの定期レッス
ンも開催中！子どもから高齢者、障がいのある人
も大歓迎！内容はホームページでチェック！

店主

菊水温泉

館長

ⒸH/K2020

10

久保町4-3-6クレセールM2 2階
☎050-1006-4731
Facebookで「がらす庵」
または「nakedcraftproject」で検索

7 school&studio がらす庵

第7回長田文化奨励賞を授賞された吉田延泰さん
が主宰の、パート・ド・ヴェール(練り粉のガラス)
と呼ばれる技法専門のガラス工房と教室です。
詳しくはFacebookをご確認ください！

よしだのぶやす

人口：94,626人／世帯数：49,557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7月1日現在）

16

長田区 検 索 長田区FB 検 索 神戸市長田区 検 索● ホームページ

神戸市広報印刷物登録 令和2年度第7号-4（広報印刷物規格A-1類）

発行

区民広報紙
- n a g a t a -8月号
2020


