
駐車場
4台あり

● 休診日/日曜日・祝祭日　※木曜日・土曜日は午後13時まで

年金のお受取りは
JA 兵庫六甲で !

安心 便利 簡単

宝塚長尾支店
宝塚市山本中3丁目17-16

TEL 0797-88-0137

午前   9：30～13：00

午後 15：30～19：30

つながる
きずな

地域交流

「1日バス研修会」
9月26日（火曜日）

　なぞ？の多いお寺に参拝したり、歴史のある風情豊かなお
食事処で昼食、新鮮野菜も購入できます。御一緒に参りませ
んか？ボランティアガイドの方から一味きかせた話も聞け
ますよ。ぜひ、皆さまお誘い合わせのうえご参加ください。

［コ ー ス］あいあいパーク 9:00 発→道の駅おばあちゃんの里→
 丹波の正倉院「達身寺」→柏原「三友楼」（昼食）→
 ガイド付まち並み散策→かねふくめんたいパーク→
 あいあいパーク 16:00 着
［費　　用］6,500 円（バス、昼食、保険代、入場料など）
［申 込 み］ ふれあいひろば事務局に来られるか。FAⅩ20－0791 に
 氏名、年齢、電話番号を記入の上送信して下さい
 詳細や申込みについては事務局まで （火・木13時から16時）

［対　　象］長尾地区にお住まいの方ならどなたでも
［しめきり］8月 31日（木）先着順に受け付けます。

「1日バス研修会」「1日バス研修会」
丹波へ

－ 4 －

ひろばふれあい部会

　健康づくり教室　場所：長尾ふれあいひろば

やさしいハワイアンフラ②の教室が始まります！

　いきいきサロン
＊山本親和会山本文化会館　参加費200円
9/2（土）  交通安全講習会　13:30～15:30
＊すずめさろん　13:00～15:00　参加費100円
7/25（火）中筋会館　　おしゃべり会
8/25（金）中山寺会館　未定
9/25（月）中筋会館　　マンドリン演奏会
＊南ひばりセミナー　中島自治会館　参加費100円
7/15（土）眼科医師の講演　13:30～15:30
　長尾バリアフリーサロン　長尾ふれあいひろば
障がいのある方も、どなたでも一緒に過ごせるサロン
7/28　8/25　9/22（第4金）13:30～16:00
参加費無料（材料費が必要な場合があります）
ILセンターの美味しいコーヒー（要実費）
飲み物の持ち込み可
＊7・9月は「さざんか福祉会」のパン作りをします
＊9月は「虹の会」の小物作りを予定しています
＊宝塚市障害者自立生活支援センターの相談窓口は
☎86-5002へお電話ください
　「もえぎ」見守り隊　長尾小学校下校見守り
7/14　9/8（第2金）13:30コープ山本3階集合　
14:30から約1時間　山本駅周辺、中筋地区の見守り
　お楽しみ会　長尾ふれあいひろば
7/14　8/11　9/8（第2金）10:00～14:00
7/28　8/25　9/22（第4金）13:00～16:00　
麻雀・囲碁・将棋をしながらコミュニケーション
どなたでも参加できます　　参加費無料

 手芸クラブ“ちくちく”　長尾ふれあいひろば
7/1　8/5　9/2（土）　9:30～11:30　1回200円
針、糸、はさみ、古布持参　問合せ☎88-2009堀江
 折り紙あそび　長尾ふれあいひろば
7/4　8/1　9/5（火）   13:00～15:00　1回200円
はさみ、のり、ボンド持参　問合せ☎88-2009堀江
 生け花「なでしこ」　長尾ふれあいひろば
7/6,20　8/休　9/7,21（木）　10:00～11:30
1回1,000円（材料費込）　問合せ☎89-5148柴原
　趣味のパソコン講座　長尾ふれあいひろば
7/12,19,26  8/9,16,23  9/13,20,27 （水）
10:00～12:00　参加費　月3,000円（教材費込）
内　容:Excelの基本から応用まで
　　　 （家計簿・カレンダー・住所録）　
持ち物:パソコン、筆記用具、スリッパ
＊パソコンをお持ちでない場合はご相談ください
　当講座はMicrosoft Windowsを使用しています
　申込み・問合せ☎80-0533高井
　老いも若きも“いこいこカフェ”　長尾ふれあいひろば
7/9,23　8/6,27　9/10,24（日） 13:30～16:30
参加費1回500円（軽食材料費・使用料等）
日替軽食はみんなでワイワイと一緒に作りましょう　
赤ちゃんや子ども、パパママ、高齢の方等どなたでもOK！
申込み・問合せ☎88-1814井上

三者合同事業
第5地区自治会連合会・第5地区民生児童委員協議会・長
尾地区まちづくり協議会が協力して「地域つながる推進
事業」に取り組んでいます。
8月27日（日） 東公民館ホール
親子防災教室10:00～12:00
「ぼくとわたしの避難所せいかつ」
合同研修会13:30～15:30
「地域つながる　災害時要援護者支援と個人情報」
参加費無料

リズム&ストレッチ～肩・腰の凝りや痛みを予防・軽減しましょう～
7/3,24　8/7,21　9/4,11（月）13:00～14:00

ソフトソフトエアロビクス
～じっくりと体の中から脂肪燃焼Letsダンシング！～
7/10,24　8/7,28　9/11,25（月）9:30～10:30

やさしいハワイアンフラ～初めてでも楽しく始められます～
毎月第1・3（8月第2）・4火曜日
①13:00～14:30　②14:30～16:00
参加費月2,000円　年間協力金2,000円

すっきりボディコンディショニング
～ゆがみや凝りをとって、きれいな姿勢を保ちましょう！～
毎週火曜日　10:00～11:00
参加費月4回2,000円　年間協力金2,000円
事前申し込み不要　室内靴、飲み物、タオル持参

健康づくり推進部会 問合せ☎090-3709-4232阪上

問合せ☎87-7179大芝福祉部会

参加費月1,000円　年間協力金1,000円

編集後記

　長尾ふれあいコンサート　場所:長尾南小学校体育館
8/27（日）　14:00～16:00

問合せ☎89-8550塘（つつみ）青少年部会

みなさん！ひろばで活動してくださるスタッフを広
く募集しています。花壇の清掃や印刷製本、パソコ

ンでブログ・広報や案内の作成、窓口受付、お祭りなどのお手伝
いをお願いしたいと思っています。相談に応じますので気軽に
お尋ねください。皆様のお越しをお待ちしています。
紙面へのご意見やひろば使用の申し込みについては、
まち協事務局まで（火・木曜日13時～16時）
Eメール:nagao-fureaihiroba@ares.eonet.ne.jp
TEL・FAX0797-20-0791

どなたでも
どうぞ！

長尾南小学校東門向い側

●たこ焼き
●カレーライス
●フランクフルト
●焼き鳥
●たこせん

オープニング
14:45～
◎エイサー『レキオ』 スーパーボールすくい

長尾ふれあい
ひろば

長尾南小学校東門向い側長尾南小学校東門向い側長尾南小学校東門向い側長尾南小学校東門向い側長尾南小学校東門向い側長尾南小学校東門向い側

夏まつり
15：00～19：30

長尾ふれあい
ひろば

長尾ふれあい
ひろば

7月16日 日 雨天決行

みんなあそびにきてね!!
問合せ 事務局☎20-0791

ほかにも
お楽しみが

あるよ！

●カキ氷
●冷たい飲み物

●大野良平先生の
　石ころアート

せんこう
花火大会
するヨ！！

たのしい
くじ引きも
あるよ！

平成29年度
定例総会を
開　会

（5月28日東公民館にて）

平成29年度
定例総会を
開　会

（5月28日東公民館にて）

　本年も新たな一年が始まります。宝塚市地域自治担当課長、宝塚市社会福祉協議会理
事長、東消防署長、小中学校長・幼稚園長など多くのご来賓の方々をお迎えして、総勢
83名（委員総数144名うち委任状57名）の地域の皆様の出席のもとに定例総会が執
り行われました。今年度も引き続き多彩な活動を繰り広げてまいります。皆様のご協力
とご支援をよろしくお願い致します。（ご意見やご要望をお寄せください。）※総会資料
等は長尾ふれあいひろばにあります。御入り用の際はお立ち寄り下さい。

　石ころアート

－ 4 －

長尾地区まちづくり協議会

－ 1 －
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金川耳鼻科皮膚科
耳 鼻 咽 喉 科　金川　清人
皮膚科・美容外科　金川　久美（女医）

宝塚市山本東3-14-7　TEL0797-89-7035
〒665-0881

http://dr-kanagawa.com/

社会福祉法人 ☎0797－80－4165㈹愛 和 会
http://www.takarazuka-aiwakai.or.jp

宝塚あいわ苑  中筋2丁目10-18　
特別養護老人ホーム宝塚あいわ苑 ☎0797-80-4165
宝塚あいわ苑デイサービスセンター ☎0797-80-4165
宝塚あいわ苑訪問看護ステーション ☎0797-80-4124
ケアプランセンター宝塚あいわ苑 ☎0797-80-4129
ヘルパーステーション宝塚あいわ苑 ☎0797-80-2940
なかよし保育園 ☎0797－80－4152
中筋児童館 ☎0797－80－4156

あいわ結愛ガーデン 山本西2丁目6-11
グループホーム宝塚あいわ苑 ☎0797-89-8553
小規模多機能型居宅介護こもれび ☎0797-89-8552
認知症対応型通所介護花見鳥 ☎0797-89-8551
長尾地域包括支援センター ☎0797-80-2941

<診察時間>
平　日 AM9:00～PM12:00

 PM4:00～PM  8：00
土日祝 AM9:00～PM12:00

 PM4:00～PM  8:00

リリー美容院リリー美容院
営業時間　AM８：００～PM７：００
定 休  日　月曜日　第３月・火曜日連休

駐車場完備

宝塚市平井１－１－１０（阪急山本駅北ロータリー前）
TEL  ０７９７－８８－０７９５

訪問カット美顔 貸衣装パーマ 着付け

グループ紹介
長尾ふれあいひろばで活動中の

第2・第4日曜日13:30～16:30

第1土曜日・3日曜日13:30～16:00（受付15時まで）

参加費：2,500円～（材料費別途必要）
初回体験料3,000円（材料費込）

参加費800円～（材料費込）

090-7488-3062　山本利美

090-9628-6469　みのり工場　mail:minori.koujyo@gmail.com

ポーセラーツサロンPrimavera（プリマベーラ）

平日は自宅教室にてレッスンしております。お気軽に体験レッスンにお越し
ください。広報を見てご連絡頂きました方には、体験レッスン500円OFF！！

みのり工場「ミニチュアねんど教室」

活動日時

活動日時

参加費

参加費

問合せ

問合せ

活動内容

初心者向け粘土教室を行っています。手のひらサイズのミニチュアをやわらかいカラー
粘土を使って作ります。小さいお子さんからご年配の方までどなたでも大歓迎です！

活動内容

料理教室や食育活動、子育て

サークルなどをしませんか?

料理室には2列に並ぶアイランドキッチンやオー

ブン、各種食器が揃っています。料金も変更し使い

やすくしました。（4時間1000円）

空室情報…料理室は全日。ひろば1（21帖）は水・

木・土・日曜日、夜。ひろば2（18帖）はほぼ全日。ご相

談に応じます。ご利用の際、運営規定・細則の説明を

します。 ● 申込みやお問い合わせは、事務局まで

宝塚市ホームページより
　地域の福祉活動の拠点として役割を担っていた長尾地区センターは耐
震性の問題などから平成25年3月に建物を閉鎖し、同年11月には解体し
ました。地域活動の再整備を望む地域の声は強く、検討委員会において意
見を重ねてきました。その結果を踏まえ、一定の地域貢献を前提に民間事
業者へ貸し付ける方針を固め、民間企業者の柔軟な発想と企画により、周
辺地域が抱える地域課題などに配慮した地域の魅力の向上に資する土地
利用に関する提案を募集し、総合的に評価しました。
選定方法：公募型プロボーサル
審査結果：借受候補者「社会福祉法人　愛和会及び共同事業者

として社会福祉法人　宝塚市社会福祉協議会」

旧長尾地区センター跡地検討委員会からの報告長尾ふれあいひろば
からのお知らせ

中筋盆おどり ＜8月4日（金）・5日（土）＞
中筋会館18:00～
中山寺盆おどり ＜8月19日（土）・20日（日）＞
皿池公園19:00～

地域のおまつりに出かけよう！！地域のおまつりに出かけよう！！おたのしみ!!

7月～9月は宝塚市社会福祉協議会の会員募集強化月
間です。社協会費は住民の皆様が地域の為に行う福祉
活動を応援する為の資金となります。皆様のお気持ち
が地域の福祉を進める大きな力となります。日頃、活動
ができない方でも出来る福祉活動への参加の
方法です。ご協力の程よろしくお願いします。

わが町　第5地区のこと、みんなで考えませんか？地域の
皆さんと、高齢者支援で活躍中の皆さんが、テーブルを囲
んでワイワイと情報交換・交流をしています。是非ご参加
ください！

宝塚市社会福祉協議会よりお知らせ

お問い合わせ 宝塚市社会福祉協議会
長尾地区センター　☎0797-80-2837　（担当:太田）

想いが とどく ささえあい想いが とどく ささえあい
～宝塚市社協　会員募集のご案内～

昨年度2月に実施した自治会交流会、たくさんの自治会
の参加があり、継続のお声も多数いただきましたので、
第2回の自治会交流会を開催いたします。前回交流でき
なかった自治会や、もっと話したかったこと等、前回
参加できなかった自治会の方も参加して、色々な意見
交換をして頂きたいと思います。

長尾安心地区推進協議会よりお知らせ

日 時 平成29年9月3日（日）13：30～
場 所 東公民館

第２回自治会交流会開催のご案内第２回自治会交流会開催のご案内
～となりの自治会はどんなことしているの？～

長尾地域包括支援センターよりお知らせ

日　時 平成29年7月13日（木）17：30～19：30

場　所 東公民館　２Ｆホール

テーマ 「心配なご近所さん、いませんか？」

問合せ 長尾地域包括支援センター　☎　0797-80-2941

第５地区 地域つながる懇談会第５地区 地域つながる懇談会
山本納涼祭 ＜8月4日（金）・5日（土）＞
山本園芸流通センター18:00～
平井盆おどり ＜8月19日（土）・20日（日）＞
貝尻池公園19:00～

HP

ブログ

　宝塚市は、坂上頼泰公（木接太夫）に特別名誉市民の称号を贈呈する事を決定し、去る三月二
十日、贈呈式が宝塚市立東公民館にて、中川市長、石倉市議会議長ほか多数の来賓、地域関係
者、一般市民合わせて約百八十名参加のもと、盛大に執り行われました。
　頼泰公は今から約五百年前に、山本郷（現在の山本地区）に生まれ、花木を育培する中で、植物
の品質向上を図る画期的な技術となる「接ぎ木」を発明しました。そして、頼泰公は卓越した
技術により、豊臣秀吉から“木接太夫”の称号を受けました。その功績は千年の歴史を誇る
山本地区の園芸の発展にも大きく寄与し、今なお山本地区を初め多くの市民からをの功績
を称えられ親しまれています。頼泰公は五百年前の故人であるため、受贈者は地域の園芸関係
4団体が代表して拝受することになりました。

　贈呈式は、頼泰公の功績をスライ
ドで上映後、式辞、祝辞と続き山本
地区有志による寸劇、「みんなで咲
かそう！『接ぎ木の華』」が上演され
ました。主役の頼泰公を山本自治
会長が務め、子供たちと市長野里
実行委員長らが参加し、好評を博
しました。終了後は、山本新池公園
に移り、記念植樹が行われました。 有志による寸劇『みんなで咲かそう！ー接ぎ木の華ー』

阪急山本駅西側の
『木接太夫彰徳碑（大正元年建立）』

特別名誉市民称号を記念して植樹
（山本新池公園にて）

想いが とどく ささえあい想いが とどく ささえあい想いが とどく ささえあい想いが とどく ささえあい

シリーズ②グループ紹介 シリーズ②

作品はお持ち帰り

いただけますので
、

入れ物（タッパー
等）を

ご持参ください！

090-9628-6469　みのり工場　mail:minori.koujyo@gmail.com

チュアをやわらかいカラーチュアをやわらかいカラーチュアをやわらかいカラー

『宝塚市特別名誉市民称号贈呈式』『宝塚市特別名誉市民称号贈呈式』3月20日
於：東公民館

名匠“木接太夫”
坂上頼泰公

4団体が代表『木接太夫彰徳碑（大正元年建立）』

特別名誉市民称号を記念して植樹
（山本新池公園にて）

阪急山本駅西側の
『木接太夫彰徳碑（大正元年建立）』『木接太夫彰徳碑（大正元年建立）』
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