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行 事 予 定

お悔やみ
ご冥福をお祈りします。

<H23.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕

・７月１６日〔土〕・８月２０日〔土〕・９月１７日〔土〕 ※毎月第３土曜日

◆<下上津> 内 垣 幸 弘 さん[74才]H23.5.12

<H23.3.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。>

【 岡 】

パパ〔大北 洋一〕

ママ〔大北 沙知子〕

ゆい

大 北 優 衣 〔次女〕
平成２３年 ３月１４日生まれ

人に優しく、みんなに愛される子になりま
す様に。

上津台連合自治会が発足しました。６月１８日〔日〕
※人口５,５００人突破！１７００世帯<H23.5.1現在>

◆<岩 谷> 採 田 恒 司 さん[81才]H23.4.24

◆<上上津> 白 坂 喜 一 さん[81才]H23.4.25

◆<上上津> 保 代 広 一 さん[84才]H23.4.25

◆<下上津> 芝 博 三 さん[85才]H23.6.9

長尾町自治会の新体制が決まりました。今年度は、４地区で自治会長の改選があり、また、下
上津の内垣自治会長が任期途中で亡くなられたことから長尾町自治会では８名中５名が新しく選
出されました。尐子高齢化が進む中、地域の活性化を図りながら、上津台との交流も深めていか
なくてはならないなど、課題が多くありますが一生懸命取り組んでまいります。役割分担は、次
のとおりとなりました。

◇自治会長 岡田周一〔岩谷〕
・総括 ・五町まちづくり委員 ・防コミ会長

◇副自治会長 山谷副就〔下宅原〕
・会長補佐 ・青尐協支部長 ・防コミ副会長 ・新春の集い企画委員

◇会計 春井 昇〔豊浦〕
・会計 ・ふれまち協監事

◇理事 大西莞爾〔岩谷〕
・かわら版編集長 ・スポーツイベント委員 ・新春の集い企画委員

◇理事 冨井昭博〔上上津〕
・スポーツイベント委員長 ・五町まちづくり委員

◇理事 大江重治〔下上津〕
・かわら版副編集長 ・ふれまち協会計

◇理事 谷口百成
・スポーツイベント副委員長 ・有馬防犯協会支部長 ・新春の集い企画委員

◇理事 前坊悦蔵
・スポーツイベント委員 ・青尐協支部監事 ・防コミ会計 ・長尾町公園会計

〔地震体験車「ゆれるん」〕

〔煙体験〕

平成２１年の訓練より

地域における普段からの助け合う心が、災害時に大きな力を発揮する
ことを訓練で学び、大沢町・長尾町・上津台の安全で安心して暮らせる
まちづくりを目指すことを目的に実施されます。

北消防署及び長尾消防支団・大沢消防支団の指導を
受け、今年は、消火器取扱い、ロープ結索訓練、ＡＥ
Ｄ〔自動体外式除細動器〕講習、地震煙体験を実施し
ます。

◆参加規模
長尾・大沢消防支団 ２２０名
長尾・大沢防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ- ９０名

◆日時
平成２３年７月１７日〔日〕午前９時～１２時

◆場所
フルーツフラワーパーク多目的広場

〔入場ゲートの手前を右折、当日は消防団員が誘導します。〕

※雨天の時は、
規模・時間
を縮小し屋
内〔バーべ
キューテラ
ス〕で実施
します。

「ながお町かわら版」編集長が変りました。
・新編集長 大西莞爾〔岩谷〕 ・副編集長 大江重治〔下上津〕よろしくお願いします。
・旧編集長 前 文博〔豊浦〕 ご苦労さまでした。

◇県民交流広場事業

◇道路・河川愛護デー
・８月２８日〔日〕

◇第３２回町民ゴルフ大会
・９月４日〔日〕北神戸ゴルフ場
※詳しくは各地区のゴルフ委員へ問合わせ願います。

◇各地区で納涼大会開催！
・ＪＡふれあい祭り⇒ ７月２３日〔土〕
・有井地区 ⇒ ８月 ６日〔土〕
・上上津地区 ⇒ ８月 ６日〔土〕
・岩谷地区 ⇒ ８月２８日〔日〕

・懐かしの映画鑑賞

・お父さんの料理教室

・料理ボランティア養成料理講座

・ケーキ・お菓子作り

・パソコン教室

活 動 内 容 ７月 ８月 ９月 世話役団体

２２日〔金〕

２７日〔土〕

１３日〔水〕 ・上旬

１４〔木〕２８〔木〕 １１〔木〕２５〔木〕 ８〔木〕２２〔木〕

福寿会

自治会(婦人会)

ふれまち協

民児協

ふれまち協

・茶話会 ８〔金〕２２〔金〕 ２６〔金〕 ９〔金〕 民児協

１１〔日〕

※時間等、詳しくは世話役団体へ問合わせ願います。

真夏の陽射しを避け木陰に入ると、
一陣の風にもこころ和みます。

この地に移り住み７年が過ぎ「な
がお町かわら版」の編集に携わり４
年目になります。これからも、長尾
町の楽しいニュースをお伝えしたい
と思っています。

ほそかわ
〔H.hosokawa〕

東日本大震災を教訓とし、各家庭でも、災害時の避難方法等について話し合ってみましょう！



町内の出来事
婦 人 会

〔４月２４日〕

福 寿 会

消 防 支 団

〔６月２７日〕

〔７月８日〕

－２－

〔５月２９日〕

〔天狗獅子〕

梅雨空の中、新装となった、北神
区民センターで、第３８回「きたき
たまつり」が盛大に行われました。
ステージプログラムとしておまつり
広場で行われた２１の演目、和太鼓、
民謡、ダンス等、中でも北区の伝統
芸能として『神戸すずらん歌舞伎』
『熊野神社獅子舞』には大きな声援
が送られました。

４９８名収容の大ホールに立ち
見席ができる程の観客を集めまし
た。演目は“剣の舞い”と“天狗
獅子”五穀豊穣と雨乞いを祈願し
て越後の獅子を呼んで奉納したの
が始まりといわれています。

〔生花〕

〔芸術作品〕

各町の文化祭
等に出展された
優秀作品が１階
と２階の展示コ
ーナーに展示さ
れました。長尾

町からも、生花、書、貼り絵、パッチワー
クなどが出展されました。

台風２号による大雨。２８日から降
り続いた雨は２９日も降り続き、岩谷
口から人形渡橋南の交差点の間にある
赤松台工場の斜面が崩落し完全に道路
を塞ぎ通行出来なくなりました。懸命
の復旧作業で翌日の夕方には通行でき
るようになりました。

〔土砂崩れの現場〕

下宅原営農改善組合では、人と環境にや
さしい農業を推進するため、水稲コシヒカ
リを農薬や化学肥料を一切使わない、アイ
ガモによる有機栽培を行っています。水田
にアイガモを放つことにより、除草・害虫
の防除そして、排泄物が有機肥料となって
稲の成長に役立つという、いろいろな効果
があります。今年も６月１８日〔土〕に「アイガモ放鳥観察会」
を実施しました。梅雨空の中、約８０名の参加者が、元気一杯の
アイガモのヒナ１００羽〔１０アール当り２０羽〕を放鳥しまし
た。子供たちが、一羽ずつ優しい手つきで、田んぼに入れていま
した。これからも、消費者の皆様との交流をさらに図りつつ、安
全で美味しい米作りに努め、また提供していきたいと思います。

〔ホールインワンなるか〕 〔カレーライスに舌鼓〕

曇り空に、時折にわか雨となる悪天候の中、スタッフの方を含
め１５２名が参加して盛大に行われました。

ナイスショットには、大きな歓声があがり２９回ものホールイ
ンワンがありました。 昼食は、婦人会のみなさんによる心のこ
もった温かいカレーライス。大変美味しくいただきました。 ま
た、コーヒー、ビール、ジュースの販売もあり、ショット自慢を
肴にあちこちでミニ宴会となり大いに親睦がはかれたのでは？

地域のイベントとして定着しつつあるこの大会『また、やろう
や』の声もあちこちで聞こえました。 お世話して頂いた、婦人

会、福寿会、消
防支団他のみな
さんほんとうに
ありがとうござ
いました。

今年も婦人市政懇談会が７月８日〔金〕午後１時３０分
から大沢地域福祉センターで実施されました。出席者は行

政側から安藤北区長他１７名の方々と大沢３０名、長尾２５
名の会員で会場一杯の中、前もって要望書は提出しています

が、行政側との活発な意見交換会ができました。要望書の内容
はやはり時代の流れで高齢者社会になったため、交通問題でバス
路線の丌便さや、敬老乗車証の利用範囲を広め、神戸電鉄にも尐
しでも割引乗車出来る様にならないかなど、また、近辺の開発に
伴って地下水の減尐で今まで潤っていた生活水の丌足問題、上津
台では、人口の増加に伴って地域のコミュニケーションを取る為
の集会所が必要等、の要望が
出ていました。一つでも解決
出来る事を願っております。

この婦人会活動も出来る範
囲で頑張って行こうと思って
いますので会員になって協力
しょうと思われる方を、１人
でも多くお待ちしております。

このたび、長尾支団としてはじめて、女性消防団員２名が入団
しました。

今後、消防団員としての各種の研修を経て、火災予防や応急手
当の普及指導に活躍していただきます。 よろしくお願いいたし
ます。

【入団（７月１日付）】
・本部 団員 岡嶋 真弓 （長尾町有井地区）
・本部 団員 門前 利香 （上津台地区）

◎長尾支団ホームページ ⇒ http://e-nagao.net/fire/

６月２７日〔月〕長尾町福寿会は ”さなぶり旅行”を４２名
が参加して行いました。ＮＨＫ大河ドラマ『江～姫たちの戦国』
の舞台にもなった長浜市を訪ねました。長浜城・長浜歴史博物館、
浅井三姉妹のドラマ館など”江”の生きた足跡など歴史の重みに
感動しました。

昼食は、黒壁スクエアの「浜いち」で
の美味しい料理に舌鼓、おおいに盛り上
がりました。土産の品定めなど、賑やか
でなごやかな楽しい日帰り旅行となりま
した。ありがとうございました。

下上津地区 大江重治

内垣幸弘氏のご丌幸により後任を受け継ぐことになりました大江
です。

地元地域に対する前会長の豊富な知識とご尽力を考える時、自分
の非力さを痛感し身が引き締まる思いです。皆さんのご協力を頂き
ながら自治会活動を進めていきたいと思います。ご指導のほど、よ
ろしくお願いいたします。

平成１７年に神戸市合併５０周年記念事業の一つとして
作成された「ながお町ウォーキングマップ」長尾小の上津
台移転、大型商業施設のオープンなど内容に大幅な変更
が生じたことから、神戸市の「地域提案型活動等助成金」
の適用を受け改訂することとなりました。ご意見等あり
ましたら自治会へ連絡下さい。〔7末迄〕

この雨の影響で町内では、他にもため池が決壊したところ、田
んぼのあぜが崩れたなど数箇所で被害がありました。

〔放鳥前のアイガモ〕

〔６月１８日〕

〔お囃子 笛、太鼓〕

※【黒壁スクエア】
北国街道沿いの「見る・遊ぶ・買う・食べる」を
網羅したエリア。1號館の黒壁ガラス館を中心に
歴史的建造物を再生利用した約30の施設があり多くの観光客で賑わう。

〔長浜城〕

〔懇談会〕

http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/

