
0120-51-0042
宝塚市小林5丁目9番82号

宝塚
阪急今津線「小林駅」下車　中津浜線沿い

0120-70-0042
川西市栄根2丁目6番36号

0120-74-0042
川西市矢問3丁目22番10号

阪急川西能勢口駅・JR川西池田駅前

長尾地区の皆様へ 家族葬も飛翔殿！安心・信頼の低価格葬儀を提供します！
ご家族とともに〝ありがとう〟〝さようなら〟を伝える心のこもったご葬儀を提案します。

20％～30％
提携割引
葬儀基本料金

※葬儀基本料金60万（税抜）未満の場合は
　20％割引となります。

コテージ葬　夛田の郷
日本初の
コテージ葬！！ 駐車場

7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   9：00～13：00

午後 14：30～18：30

－自治会協力金へのご理解とご協力に御礼申し上げます－
　毎年、各自治会・各管理組合へ協力金のご支援とご協力をお願いしております。なお協力金につきましては、
皆様にお届けしております地域の情報紙『ふれあいコミュニティ長尾』作成費の一部負担金として有効活用
しています。
　今後共、ご協力をよろしくお願い申し上げます。（順不同にてご協力いただいた自治会をご紹介します。）

中筋岩黒、中筋南、エクゼ山本南、丸橋小北、県住山本野里、県住宝塚丸橋第2、事業団山本宿舎、野里前、野里荘園、
アービング宝塚、コスモ宝塚管理組合、中筋、セレッソコート宝塚グランシア、あおぞら、パステル10山本南、ベル山
本丸橋、メゾン宝塚山本、丸橋、県住宝塚丸橋、口谷、口谷阪急、県営中筋団地、県住口谷東団地、城丸,中筋山手、中山
寺、西雲雀丘、平井、雲雀丘西地区、平井北、南ひばりガ丘中島、山本、春日、さつき、花屋敷、東の里、プラネシーン、南
ひばりガ丘2丁目、リーベストガーデン宝塚管理組合      　　　（39自治会）

　いきいきサロン
＊山本親和会　山本文化会館
6/6（土） ボッチャ　13：30～15：30　参加費 200円
＊すずめさろん
4/25（土） 声を出してみよう　　　　中山寺会館
5/25（月） 包括支援センターのお話　中筋会館
6/25（木） クラリネット演奏　　　　中山寺会館
13：00～15：00　参加費100円
＊サロン友愛クラブ　中島自治会館
6/26（金）11：00～15：30　昼食会　参加費 200円
　いこいこカフェ　長尾ふれあいひろば
いきいき百歳体操　毎週水曜日　13：30～15：30
4/1,8,15,22,29　5/6,13,20,27　6/3,10,17,24
飲み物、上靴持参　動きやすい服装でお越しください。
参加費 100円　問合せ：長尾ふれあいひろば事務局☎20-0791
　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
4/24　5/22　6/26（第4金）13：30～16：00　
参加費 無料　＊パン作りはしばらくお休みします。
　いらっしゃいませ倶楽部　長尾ふれあいひろば
食を通して障がいのある方と地域住民の交流の場
4/3　5/1　6/5（第1金）12：00～14：00
参加費400円　申込み：長尾地区センター☎80-2837
　「もえぎ」見守り隊
4/10　5/8　6/12（第2金）13：30コープ山本3階集合
14：30から約1時間  長尾小学校下校見守り（山本駅周辺・中筋）
　お楽しみ会　長尾ふれあいひろば
麻雀、将棋等をしながらコミュニケーション
4/10　5/8　6/12（第2金）10：00～16：00
4/24　5/22　6/26（第4金）13：00～16：00
参加費 100円

　手芸クラブ「ちくちく」　長尾ふれあいひろば
4/4　5/2　6/6（第1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
4/7　5/5　6/2（第1火）13:00～15:00　1回200円
はさみ、のり持参　問合せ☎88-2009堀江

ひろばふれあい部会

 スポーツクラブ21長尾　長尾小学校
4/ 4（土） 定例総会  しっぽとりゲーム  ドッジボール

フリスビードッジ  グラウンドゴルフ
5/16（土） 子どものグラウンドゴルフ

（雨天時カローリング  5×5ビンゴ）
6/ 6（土） キンボール  グラウンドゴルフ
9：30～11：30　年会費大人1,200円　小中学生600円
 親子体操　長尾ふれあいひろば
4/9,16,23　5/14,21,28　6/11,18,25
（第2・3・4木）　10：00～11：00　参加費月2,000円 
（初回に年会費1,200円）　満2歳～就園前の親子
 パソコン教室　中筋山手自治会館
4/13,20,27　5/11,18,25　6/8,15,22
（第2・3・4月）　10：00～12：00
参加費月3,000円（初回に年会費1,200円）
 ランニングサークル
毎週日曜日8：00～9：30　長尾中学校北門前集合

　スポーツクラブ21長尾南　長尾南小学校
4/11（土） 定例総会  ストラックアウト  スポーツ吹き矢

グラウンドゴルフ
5/ 9（土） グラウンドゴルフ大会
6/13（土） カローリング  5×5ビンゴ  グラウンドゴルフ
9：30～11：30　年会費大人1,200円　小中学生600円
　健康づくり教室
持ち物：飲み物、タオル、室内シューズ
＊リズム&ストレッチ　長尾ふれあいひろば
4/6,20　5/11,18　6/1,15（第1・3月）
13：00～14：00　参加費月1,000円　年会費1,200円
＊ソフトソフトエアロビクス　長尾ふれあいひろば
4/13,27　5/11,25　6/8,22（第2・4月）
9：30～10：30　参加費月1,000円　年会費1,200円
＊すっきりボディコンディショニング　長尾ふれあいひろば
4/7,14,21,28　5/12,19,26　6/2,9,16,23（毎週火）
10：00～11：00　参加費月2,000円　年会費2,200円
＊健康体操　県住山本丸橋集会所
毎週土曜日16：00～17：00
参加費月2,000円　年会費1,200円

　スポーツクラブ21丸橋　丸橋小学校
4/18（土） 定例総会　グラウンドゴルフ　卓球
5/16（土） いたっボール　グラウンドゴルフ　卓球
6/20（土） キンボール　グラウンドゴルフ　卓球
9：30～11：30　年会費大人1,200円　小中学生600円
　卓球  SC21クラブハウス 第2・4土曜日9：30～12：00
　太極柔力球　丸橋小学校体育館
第1・4・5土曜日9：30～12：00　参加費300円
　健康体操（ソフトエアロ）　SC21クラブハウス
月3回水曜日10：00～11：30　参加費500円

長尾地区まちづくり協議会、長尾ふれあいひろばに
関するお問合せは、事務局（山本南2-10-2）まで。
活動をお手伝いくださるボランティア募集中です。
事務局活動日：毎週火・木　13：00～16：00
TEL・FAX：0797-20-079
Eメール：nagao-fureaihiroba@ares.eonet.ne.jp

問合せ☎87-7179大芝福祉部会 問合せ☎80-0533高井スポーツクラブ21長尾

問合せ☎090-3709-4232阪上スポーツクラブ21長尾南

問合せ☎89-8390中川スポーツクラブ21丸橋

長尾地区まちづくり協議会

協議会事務局　長尾ふれあいひろば内  TEL・FAX 0797-20-0791（火・木13：00～16：00）問合せ

令和2年度定例総会を開催します令和2年度定例総会を開催します

・・・ ・・・
議決権を得るためには、委員としての承諾書が必要です。承諾書は長尾ふれあいひろばにあります。
くわしくは、事務局へお問い合わせください。

５月31日（日） ぜひ聞きに
来て下さい
どなたでも
傍聴できます１３：15～受付開始

東公民館2階ホール場 所

定例総会 13:30～15:30

－ 4 －

　長尾地区まちづくり協議会では様々な活動をしています。（福祉部会、花・緑・環境部会、青少年部会、
防災・防犯部会、広報部会、事務局など）
　どなたでも参加できます。あなたの得意分野を生かして、地域のつながりに参加しませんか？

ー広く人材を募集していますーボランティア活動を始めませんか？ボランティア活動を始めませんか？

まちキョン

編集後記 　長尾ふれあいひろばでは子ども向けの教室や塾の開
催が増えました。また夏祭りや秋のフェスタには毎年た

くさんの子どもたちが来てくれています。今後若い世代にも“長尾地区ま
ちづくり協議会”や“長尾ふれあいひろば”を身近に感じてもらい、さらに
地域のつながりが深まれば嬉しいです。

メール▶

▶

ブログ

－ 1 －

長尾地区まちづくり協議会 令和2年4月1日第113号



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

社会医療法人愛 仁 会

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
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

Waiwaiコミュニティあいわ 山本東2丁目8-20
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
長尾地域包括支援センター ☎0797-80-2941

あいわクリニック ☎0797-80-4173
病児保育施設 ひまわりルーム ☎0797-80-4170

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/

<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　AM  8：00 ～ PM  7：00
定 休 日　月曜日　第3月・火曜日は連休
平井１－１－１０（阪急山本駅北ロータリー前）

TEL  ０７９７－８８－０７９５

予約受付中

訪問カット

パーマ

訪問カットはご自宅・病院・介護施設まで
お伺いします

長尾地区まちづくり協議会 シリーズ ❼

　広報部会
　長尾地区まちづくり協議会の広報紙『ふれあいコミュニティ長尾』（本
紙）を年4回発行し、長尾地区まちづくり協議会の活動、長尾ふれあいひろ
ばでの催しや地域の情報をお知らせしています。

　各部会から代表者が集まり、編集会議、取材、原稿依頼、原稿作成、校正、仕分け作業、配布を行っています。
　少しでも地域の皆様のお役に立てばと思いながら作っております。

部会紹介

地域の集いに 長尾ふれあいひろば の施設や備品をご活用ください地域の集いに 長尾ふれあいひろば の施設や備品をご活用ください

（1）空調を使用する場合は、区分単位で300円を支払うこと。
（2）支払い方法は、申込み時に現金をもって支払うこと。
（3）キャンセルする場合、3日前までは全額を返金する。
（4）地区外居住者、営利目的使用者は、倍額料金を支払うこと。

使用料金は、午前、午後、夜の区分単位で支払う。

パイプ椅子
長机
クーラーボックス（156L）
左官舟（プラ箱）
簡易テント3×3（m）
簡易テント2.5×2.5（m）
綿菓子機
かき氷機
ホットプレート（カセットボンベ式）
カセットコンロ（たこ焼き器付）
寸胴鍋（ガス・IH対応）
炊飯器（1升炊き）
コーヒーメーカー（10人用）
プロジェクター（HDMI付）
アンプ・マイク
コードリール（30m）

無料
無料

300円/1台
300円/1台
100円/1張
100円/1張
1,000円
1,000円
500円/1台
500円/1台
500円/1台
無料
無料
500円
500円
無料

午　前
（9：00～13：00）

使 用 料 金 午　後
（13：00～17：00）

夜
（17：00～21：00）

100円/10脚
100円/1台
持出禁止
持出禁止

1,000円/1張
1,000円/1張
3,000円
3,000円

1,000円/1台
1,000円/1台
1,000円/1台
500円/1台
500円/1台
1,000円
1,000円
100円/1台

10
20
2
2
3
5
1
1
3
7
5
4
2
1
1
5

備　　品
ひろば内

使用料金
ひろば外

個数

長尾ふれあいひろばにチラシを置いています。　ご自由にお取りください。　入口横の掲示板にも掲示しています。
お問合せは、長尾地区まちづくり協議会　事務局まで　☎0797-20-0791

施設使用料金 備品使用料金

長尾ふれあいひろば で 開催しています！

親子体操

シニアチアダンスチーム「キャサリン・ラビット」

ストレッチヨガ教室

Beanthy miyuki club（ダンス教室）

みのり工場（ミニチュアねんど教室）

こどもかきかた教室

ルル・ノアール（ハーバリウム教室）

ベーキングスタジオAN（パン教室）

活　動　日

第2・3・4木曜日　10：00～11：00

月曜日　10：45～12：15（月2回）

第2・4木曜日　10：00～11：15

毎週土曜日　16：00～17：00

第1土曜日・第3日曜日　13：30～16：00

毎週土曜日　9：30～12：30（1回50分程度）

不定期

不定期

いこいこカフェ（いきいき百歳体操）

長尾バリアフリーサロン

お楽しみ会（麻雀）

いらっしゃいませ倶楽部（昼食会）

手芸クラブ　ちくちく

折り紙あそび

生け花　なでしこ

リズム&ストレッチ

ソフトソフトエアロビクス

すっきりボディコンディショニング

本
紙
４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

参加者
募集中！

ひろば1・2

調理室

ひろば1・2

調理室

ひろば1・2

調理室

300円

500円

500円

800円

1,000円

1,000円

300円

500円

500円

800円

1,000円

1,000円

300円

500円

500円

800円

1,000円

1,000円

まち協主催活動

まち協構成団体

その他の団体
グループ･事業所

花の植替えボランティア募集！花の植替えボランティア募集！

日　時 令和2年6月6日（土）
8：30～10：00　天神川
13：30～15：00　長尾ふれあいひろば

持ち物 軍手、スコップ 問合せ 畠中☎090-7364-7610

長尾地区まちづくり協議会 花・緑・環境部会

長尾地区まちづくり協議会 福祉部会

宝 塚 植 木 ま つ り
令和2年
4月9日（木）～12日（日）
10:00～17:00
（最終日は16:00まで）

日時

山本新池公園場所

宝塚市役所
農政課 ☎0797-77-2036問合せ

花ポット苗　庭園樹
植木用具販売

どちらかだけの
参加でもOKです

　長尾地区まちづくり協議会福祉部会では、「子育てしやすい地域を目指して」をテーマにして行った
アンケートの結果をもとに、この地域の子育て支援情報をわかりやすくまとめたガイドを作成しました。
　幼稚園、保育園、学校、児童館、公園、赤ちゃんの駅、子育て支援サービス、サークル、地域食堂、防災、
医療、相談窓口などお役立ち情報が詰まっています。
　冊子をご希望の方は、長尾ふれあいひろば（☎20-0791）または長尾地区センター（☎80-2837）
へお問合せください。
　なお、冊子は2019年12月限定版ですが、ホームページは随時更新していきます。
　この子育てガイドが一人でも多くの方のお役に立つことを願っています。

ホームページはこちら　https://nagaomachikyo.wixsite.com/website

『ながお なるほど！子育てガイド』ができました

ホームページも開設しています！

長尾
ふれあいひろば

オートバックス
長尾南小学校

天神川花壇 長尾南幼稚園

東消防署
東公民館

JR

中
楽
坊

天
神
川

至 山本駅
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　天神川と長尾ふれあいひろばの花壇の花を冬の花から夏の花に植え
替えます。地域の皆さんの癒しの場となるようにかわいい花をたくさん
植えますので、お手伝いいただける方は当日現地までお越しください。


