
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 －

　多数の方にご参加いただきました。「道の駅丹波おばあちゃんの里」、
丹波の正倉院「達身寺」、「かねふくめんたいパーク」等を見学。残暑厳しい
お天気でしたが楽しいふれあいの日を過ごしました。研修を通して地域
の交流を深めることができました。

一日バス
研修旅行

　新年明けましておめでとうございます。

　当協議会も本年で22年目を迎えることとなりました。

これもひとえに会員並びに地域の皆様方のご支援の賜物

と深く感謝申し上げます。

　29年度も皆様方のご支援により、地域のイベントとして

夏祭りや長尾ふれあいフェスタも大盛況に催すことが

できました。

　また兵庫県地域相互見守りモデル事業として、ふれあいひろばで『いこいこカフェ』（老いも若きも軽食と雑談第2・4日曜日 

10:00～14:30）、県営住宅中筋団地自治会集会所での『いこいの会』（サロン週2回）の立ち上げ、人材育成セミナー等が始動し、

これらの事業推進に向けて一生懸命努力しております。

　しかしながら、当協議会においても高齢化が進み、ボランティア活動をする人材が不足しております。このままでは運営が

困難となるこのような状況下、年齢層をさらに広げて人材を開発し、地域の皆様と共によりよいまちづくりに貢献して参り

たいと思っております。今後ともより一層のご支援ご協力の程お願い申し上げます。

　最後になりましたが、当地域の皆様にとって良い年でありますよう祈念して、年頭のご挨拶とさせていただきます。

長尾地区まちづくり協議会　

会　長　久保田  久男

新年のごあいさつ

受賞！ おめでとうございます！！ －第43回宝塚市社会福祉大会－
平成29年11月8日福祉センターにて

平井　岸田 富子 氏
　安倉デイサービスセンターにて利用者へ
様 な々ボランティア活動を続けている

南ひばりガ丘　生田 良夫 氏
　サロンやセミナーを通し地域の高齢者に
生きがいのある暮らしをすすめ、見守り活
動にも取り組んでいる

山本野里　長谷川 キミ子 氏
　地域内の緑化、環境美化に寄与　自治
会や民生委員の活動にも協力

山本野里　川島 政明 氏
　元民生委員　災害時要援護者リストの作成
に尽力　地域内パトロールにより行方不明
高齢者の発見・子供虐待防止に寄与

山本野里　野里 智恵子 氏
　宝塚市遺族会理事・女性部副部長を歴任
地域の戦没者遺族の福祉向上に取り組んでいる

地域福祉活動功労者表彰

山本中　竹沢 啓子 氏
　宝塚市トータルコミュニケーション実行委員長他
H29年より兵庫県難聴者福祉協会理事

障害者福祉功労者表彰

平井　堀江 節夫 氏
　元民生児童委員　長尾地区「もえぎ見守り
隊」として登下校園の見守りを行っている

児童福祉功労者表彰

南ひばりガ丘　久保田 久男 氏
　募金推進委員として多大なる功績があり
他の模範となる

兵庫県共同募金会会長感謝

9月26日（火）

各部会お知らせ コーナー（1月〜3月）

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

　いきいきサロン　参加費100円
＊すずめさろん　13：00～15：00
1/25（木）中筋会館　　新年お楽しみ会
2/25（日）中山寺会館　おしゃべり会
3/25（日）中筋会館　　おしゃべり会
＊南ひばりセミナー　中島自治会館　13：30～15：30
1/20（土）落語　※3月未定
　長尾バリアフリーサロン　長尾ふれあいひろば
障がいを持っている方も、どなたでも一緒に過ごせるサロン
1/26,2/23,3/23（第4金）13：30～16：00
参加費無料（材料費必要な場合あり）
　「もえぎ」見守り隊　長尾小学校下校見守り
2/9　3/9（第2金）13：30コープ山本3階集合
14：30から約1時間 山本駅北側・中筋地区の見守り
1/12（金）新年親睦会　場所は未定
　お楽しみ会　長尾ふれあいひろば
1/12　2/9　3/9（第2金）10：00～14：00
1/26　2/23　3/23（第4金）13：00～16：00
麻雀・囲碁など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

　長尾地区合同防災訓練
1/21（日）10：00～　丸橋小学校体育館
安否確認、避難所開設、トリアージ、
福祉避難所開設訓練

 手芸クラブ“チクチク”　長尾ふれあいひろば
1/13　2/3　3/3（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
1/9　2/6　3/6（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
1/18　2/1,15　3/1,15（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
1/10,17,24　2/14,21,28　3/14,21,28（水）
内容：エクセルでお絵かき

自分でできるメンテナンス
10：00～11：30　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
1/14,28　2/11,25　3/11,25（日）10：00～14：00
参加費1回500円（軽食材料費・使用料）
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
 とんどまつり2018　長尾南小学校
1/14（日）10：00～12：00
　第19回宝塚『田村麻呂杯』弓道大会　山本園芸流通センター
2/18（日）10：00～15：00　小雨決行
観覧無料　詳細は山本合同事務所まで　☎89-6038
　0歳から100歳までの地域つながるコンサート
東公民館　3/4（日）13：30～15：30

リズム＆ストレッチ～肩こり・腰痛の予防や痛みを軽減します～
1/15,22　2/5,19　3/5,19（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！～
1/15,22　2/5,26　3/12,26（月）9：30～10：30

やさしいハワイアン～初めての方でも楽しく始められます～
1/9,16,23　2月、3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（祝休）10：00～11：00
1月2週目から　2/27休み
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 問合せ☎89-1274金岡防災・防犯部会

参加費月1,000円　年間協力金1,000円

編集後記 今号はふれあいひろばで活動中のグループや催しの
紹介をしました。特に『いこいこカフェ』はいち押

しです。気軽にご参加ください。　当協議会へのお問合せは、
事務局活動日　毎週火・木13：00～16：00
TEL・FAX：0797-20-0791
Eメール：nagao-fureaihiroba@ares.eonet.ne.jp

 健康づくり講座　長尾ふれあいひろば
・服薬について
・ジェネリック医薬品について　他
講師：宝塚市薬剤師会　薬剤師　作田　嗣奈子氏
3/4（日）　受付13：15　開講13：30～15：30
参加費無料　申込み不要　直接会場へ
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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

グループ紹介
長尾ふれあいひろばで活動中の

（月）（木）9:30～11:30
※詳細日程は下記ホームページにて
　ご確認ください。

ケーキ教室“BoaSorte（ボアソルチ）”

　初心者、お子様連れ、お友達連れ、お一人様でも、お気軽に
お菓子作りを楽しみませんか？
　ABCクッキングスタジオで製菓ライセンス、JSAアイ
シング認定講師を取得し現役ママでもある講師が少人数
（1日4名様）で丁寧にお教え致します。毎回、単発レッスン
でお好きなメニューのみご予約頂けます。

活動日時

1回2000円参加費

http://cake-boasorte.crayonsite.netホームページ

http://ameblo.jp/cake-boasorte/ブログ

活動内容

宝塚医療生協東支部“健康マージャン班”

　和気あいあいと、皆で楽しむこと
をモットーにしてます。麻雀はいい
ですネ～。指と頭を同時に使うこと
で認知症の予防になるとか !! 牌を
かき混ぜる・並べる・積むのひとつ
ひとつの行動が脳を刺激するとか !! 
上がるために何をツモって～何を
捨てるかで頭をつかうとか !! 友達が
できる。おしゃべりができる。出か
ける先ができる。楽しみ・生きがいができる。などなど…
　スタートしてから2カ月で、3卓・18人の会員になりました。
　“ 健康マージャン ”は、「賭けない・タバコを吸わない」が
原則。でも賭けないけど、ポイントカードが満杯になるとお楽しみ
プレゼントがあります。

毎月第2・4月曜日　13時～16時活動日時

200円/月参加費

山本 哲夫先生

植松 昌会長

山本 いく子会計

☎090-9875-5335　山本 哲夫問合せ

活動内容

　今年度兵庫県が助成する“地域相互見守りモデル事業”として、

当協議会の事業案が採択され、サロンの立ち上げや人材育成講座

等の事業が始動しました。

　採択までの経緯とその後の活動についてご報告いたします。

地域相互見守りモデル事業を
実施しています

　11月5日(日)『長尾ふれあいフェスタ』を開催
しました。お天気にも恵まれ、たくさんの方が遊びに
来て下さいました。地域の皆様、出店や準備・片づけ
等にご協力いただいた事業所の皆様に心よりお礼
申し上げます。

平成30年3月11日 10時～ ピピアめふ2階ホール

売布神社駅スタート⇒売布神社⇒中山寺⇒宝塚あいわ苑⇒あいあいパーク⇒松尾神社
⇒山本園芸流通センターゴール約6km／約2時間

申込み受付開始

開催日 受付

無料参加費

コース

　チェックポイントでスタンプを押しながら、決められたコースにそって歩きます。
　ゴールでは、自衛隊による「災害炊き出し」、消防車の展示、飲食コーナー、物販などがあります。

エフエム宝塚 『宝塚防災ラジオウォーク』

ラジオを聴きながら家族や友人と歩いて防災とまちを知るイベント

2018年1月15日（予定）　エフエム宝塚のホームペ―ジ（http://835.jp）にてお知らせします

問合せ ☎0797-76-5432　エフエム宝塚

日

平成29年

  6月 長尾地区まちづくり協議会役員会にて

 応募が決定　　

  7月 県に申請書提出

  8月 採択決定

  9月 老いも若きも『いこいこカフェ』、

 県営住宅中筋団地自治会『いこいの会』事業実施

11月 認知症サポーター養成講座事業実施

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
　誰もが、「ずっと、慣れた自分の家で暮らしたい
なぁ…」という思いがかなえられる町。　
　そんな町を目指し、地域の皆さん
と高齢者支援で活躍中の皆さんで
テーブルを囲んでお話しませんか？
　気軽にご参加ください！

日　時

場　所

テーマ

問合せ

平成30年1月25日（木）
17:30～19:30

東公民館　2階ホール

「心配なご近所さん、どうしていますか？」

☎0797-80-2941　長尾地域包括支援センター

第4回

　今後これらの取り組みの成果をモデル事業として県に報告する

予定です。

　またモデル事業として立ち上がったこれらのサロンをこれから

盛り上げていきたいと思います。

　どなたでもお越しいただけます。

皆様どうぞ遊びにいらして下さい。

オープニング
『レキオ』のエイサー

『スーパーボールすくい』

「何を食べようかな…」

「長尾ふれあいフェスタ」
へのご協力
ありがとうございました！

「長尾ふれあいフェスタ」
へのご協力
ありがとうございました！

「いこいの会」
毎週水・日曜日13:00～15:00
場所：県営住宅中筋団地集会所
参加費：100円

※老いも若きも「いこいこカフェ」は4ページに掲載
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シリーズ④ つながる
きずな


