
駐車場
5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

－ 4 －

お知らせ コーナー（10月〜12月）

長尾ふれあいひろば主催事業

　健康づくり教室　場所：長尾ふれあいひろば

　いきいきサロン
＊山本親和会　13:30～15:30　参加費200円
12/2（土）山本文化会館  クリスマス会　
＊すずめさろん　13:00～15:00　参加費100円
10/25（水）中山寺会館　おしゃべり会
11/25（土）中筋会館　　大正琴演奏会
12/25（月）中山寺会館　クリスマス会
　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
10/27（金）参加費無料　　13：30～16：00
11/24（金）「さざんか福祉会」の工作（参加自由）
（材料費要実費）飲み物持込み可　
ILセンターの美味しいコーヒー
12/1（金）「いらっしゃいませ倶楽部」と合同クリスマス会
参加費（昼食代含む）400円
（申込み：長尾地区センター☎80‐2837）
＊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
10/13、11/10、12/8（第2金） 山本駅周辺見守り
13：30コープ山本3階集合　14：30から約1時間　
　お楽しみ会　長尾ふれあいひろば
10/13、11/10、12/8（第2金）10：00～14：00
10/27、11/24、12/22（第4金）13：00～16：00　
囲碁・将棋・麻雀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
10/7  11/4  12/2（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
10/3  11/7  12/5（火）13：00～15：00  1回200円
はさみ、のり持参　問合せ☎88-2009堀江
 生け花「なでしこ」　長尾ふれあいひろば
10/5,19  11/2,16  12/7,21（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
10/11,18,25  11/8,15,22  12/6,13,20（水）
内容：年賀状文面と宛名面作成と印刷方法　 
10：00～12：00参加費3,000円/月（教材費込）　
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
10/15,29  11/12,26  12/10,24（日）10：00～14：00
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

地域の催し
 ひらい解放文化祭　ひらい人権文化センター
11/10･11（金･土） 9：00～20：30展示や催し
11/10人権･同和問題講演会19：00～20：30
詳細についてはセンターまで☎88-2795
　認知症サポーター養成講座　長尾地域包括支援センター
11/25（土）10：00～11：45　場所：東公民館301・2
申込み・問合せ☎80-2941

 骨密度測定と認知症予防のお話・運動　
10/12（木） 長尾ふれあいひろば（山本南2）
10/19（木） 中筋山手自治会館（中筋山手1）
11/2（木） SC21丸橋クラブハウス（丸橋小学校内）
測定受付13：15～14：00時間厳守　15：30終了
内容：生活・栄養・認知症予防のお話、軽い運動
参加費100円　申込み不要（直接会場へ）
持ち物：飲み物、タオル　靴下は脱ぎやすい物
※運動ができる服装でお越しください

リズム&ストレッチ～肩こり・腰痛の予防や凝りや痛みを軽減します～
10/2,16  11/6,20  12/4,11（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let‘sダンシング！！～
10/2,23  11/13,27  12/4,11（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･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（12月は3回）
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 秋の味覚に、読書に、散策に親しむ良い季節になり
ましたね。何かご予定はありますか？耳寄りな情報

があるよ！という方は、ぜひお知らせください。地域の皆様と共
有したいと思います。案内チラシを置いたり、掲示したりできま
す。くわしくは当協議会へお問合せを。
事務局活動日　毎週火･木13：00～16：00
TEL・FAX0797－20－0791
Eメール：nagao-fureaihiroba@ares.eonet.ne.jp
※事務局員募集しています！！

まだまだ
お楽しみが

あるよ！

宝塚市みんなのまちづくり協議
会

ポータルサイトが新規オープン
!

ぜひアクセスしてください。

1 直接ブラウザでアドレスを指定する。

ポータルサイトへの行き方

2 宝塚市公式ホームページの右下のバナー
「みんなのまちづくり協議会」から入る。

3 スマートフォンでQRコードを読み込む。

　オープニングには、沖縄の伝統芸能「エイサー」の賑やかな太鼓の音とお囃子が夏祭りの始まり
を盛り上げてくれました。スーパーボールすくいなどの各催しは、協議会の部会ごとが企画運営し、

多くの子ども達が楽しみました。17時頃には雨に見舞われ、急きょ線香花火大会を中止し「ジャンケン勝ち抜き大会」に変更した
にも関わらず大盛り上がりとなりました。
　色とりどりの浴衣を着た子ども達の歓声が閉店まで続き、各出店はお陰をもちまして売り切れとなりました。
　また室内では、工作教室「石ころアート」や「コイン落とし」などのゲームも盛り上がりました。
　私達スタッフも参加していただいた地域の皆さんと共に楽しめた一日でした。ありがとうございました。

夏祭りのお礼

綿菓子、焼き鳥、おでん、
ぜんざい、フランクフルト、たこせん、
コーヒー、ソフトドリンクなど

オープニン
グ 10:45～

エイサー「
レキオ」

スーパーボールすくい

11：00～15：00
場所：長尾ふれあいひろば

11月5日 日

雨 天
決 行長尾ふれあ フスタい ェ 開催 !!

室外 食べ物コーナー

わなげ・ゲーム・小豆つまみ
健康センター保健師による健康相談

室内 イベントコーナー
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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

長尾ふれあいひろばで活動中の

懐かしの曲に合わせてポンポンを持って踊ります♪激しい動き
を行わないシニアチアダンスは、健康維持、リフレッシュにも効

果的です。ダンス経験や年齢問わず、どなたでもご参加いただけます。
　キャサリン・ラビットは、「自分たちが楽しむ」をモットーに活動しています♪ご
参加お待ちしております！

シニアチアダンス“キャサリンラビット”

バレエ教室　“Y-バレエ" 現在満員のため、4月まで入会を一時休止しております。

活動日時 10/16,30　11/6,20　12/18,25（月）11：00～12：00

ご予約・問合せ 090-7624-1176　岩崎あさみ

問合せ 080-3130-6844　Y-バレエ

活動内容

参加費 1回700円（初回のみ500円）

ポーズを完成させることが目的ではなく、自分のペースで心と身
体をゆる～くすることが目的のヨガです。

※動きやすい服装、室内履き運動靴をご持参ください。初めての方もご参加いただけます。
■https://cath-rab2.jimdo.com/　■catherine.rabbit.adha@gmail.com

活動日時 10/16,30　11/6,20　12/18,25（月）9:30～10:30

活動内容

参加費 1回1000円（初回のみ500円）

子どもは体を動かすことでいろんなことを学びます。
ご挨拶をする、お返事をする、自分で考える、できないことができ

るようになる。体を動かしながら学ぶことは、素晴らしい経験になり、意欲的な気
持ちを育てます。
　小さくアットホームな空間で、楽しく、でも一生懸命、物事に取り組む姿勢を学び
ましょう!
女の子なら一度は夢見るバレリーナ。
敷居が高いように感じますが、とても素敵な経験ができますよ!

活動日時 毎週水曜日　■幼児 16:00～17:00　■小学生 17:00～18:30
活動内容

グループ紹介グループ紹介

イベントでは

オリジナルキャラクタ
ーの

キャサリン
も登場！

　長尾小地区委員会は平成 29 年 7 月 26 日、長尾小学校で学童保育を行っている NPO 法人長尾すぎの子クラブを対象に防犯
訓練を実施しました。宝塚市役所職員、宝塚警察署署員の指導のもと、突然施設内に凶暴犯が侵入してきたことを想定し、クラブ
関係者による生徒の避難、侵入者への防御、警察への通報等迫真の演技で、実際の状況が想像できました。
　その後、生徒には DVD による防犯教育、クラブ関係者及び学校関係者には侵入者へサスマタを使っての防御指導など実際に役
立つ丁寧な指導があり、関係者は万が一の場合に役立つ訓練のため、今後も定期的に実施し、防犯体制を強くすることを確認しま
した。

脳卒中・交通事故などで脳を損傷することにより高次脳機能障害になっ
た人たちが働く作業所です。Hug（ハグ）では珈琲豆の選別・焙煎・パッ
キング・販売という作業を行っています。このたび、共同募金委員会・
宝塚市社会福祉協議会とコラボをおこない、オリジナル寄付つき商品を
企画しました。ぜひ、みなさまのご協力をお願いします。

迫真の演技 真剣なまなざし

避
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第5地区自治会連合会・第5地区民生児童委員・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。

「地域つながる親子防災教室」「地域つながる親子防災教室」 講演会講演会
「要援護者リスト制度及び作成について」

● 講師:宝塚市　安心ネットワーク推進室室長  中出 勝也 氏　避難所に行くと色々な役割を分担して、みんなで避難所を運
営します。
　総務班・情報広報班・衛生班・被災者管理班・食糧物資班の各
ブースを参加者はスタンプを押印してもらいながらラリーして
色々な役割の説明を担当民生児童委員
から受けました。
　地域の親子連れや関係機関の約150
名の参加者にはウエットテイッシュ、パ
ン、保存食が支給されて、避難所生活の
実体験をすることができました。

みんなで学ぶ避難所～避難所ってどんなとこ?

・ 上中筋  10月20日（金）21日（土）  八幡神社
・ 平　井  10月21日（土）22日（日）  八坂神社
・ 丸　橋  10月21日（土）22日（日）  松尾･天満神社

・ 山　本  10月20日（金）21日（土）  松尾･天満神社
・ 中筋南  10月21日（土）22日（日）  八王子神社
・ 中山寺  10月23日（月）24日（火）  市杵島姫神社
・ 口　谷  10月29日（日） 　　  春日神社

秋 りま つ

　地域の見守り支援を同意された第5地区内約870名の要援護者のリストを作成す
ること、“住み続けたいまち宝塚"にするためには、人と人とのつながりづくりが大切
であることを学びました。

「個人情報の保護について」● 講師:宝塚市　総務課課長  横山 浩平 氏
①個人情報を取り巻く状況②個人情報保護法③個人情報を取り扱うルールについて
パワーポイントで説明があり、個人情報保護とは個人の権利と利益を保護することで
あり、基本ルールを守り、みんなの理解や同意を得ながら円滑に進めることの大切さ
を学びました。

長尾小地区委員会主催

“長尾すぎの子クラブ”防犯訓練

就労継続支援B型事業所

珈琲焙煎工房Hug
ハ      グ

つながる
きずな

『第 3回  第 5地区 地域つながる懇談会』を開催しました。『第 3回  第 5地区 地域つながる懇談会』を開催しました。

　第5地区自治会連合会、長尾地区まちづくり協議会、第5地区民生児童委員協議会のご協力のも
と東公民館に於いて開催することができました。懇談会は、高齢者が住み慣れた地域で楽しく健やか
に暮らし続けることができるよう、5地区の住民の方と支援に携わる方が一緒に考えることを目的に
しています。
　今回は「ご近所のちょっと物忘れが気になる方」について、今どんなことができてどんなことが困っ
てる？さて近所に住む私たちは何ができるかな？といった内容をみんなで話し合いました。76 名の
参加者の活発な意見交換により、具体的な視点で認知症の方への関わり方を考えることができまし
た。色々な人が互いの立場を理解し支援の一助になればと思います。（長尾地域包括支援センター）

開催日 7月13日 場　所 東公民館

NPO法人

一般社団法人 高次脳機能障害者　サポートネット
兵庫県宝塚市山本東1-3-6 メゾン山本

TEL 0797-78-8901 http://sptnet.org/ 1袋 600 円

●ゆるらくヨガ（女性限定）
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