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平成２３年 １０月発行 

編集後記 

【発行：長尾町自治会】 

住 所：北区長尾町宅原 

        319-2 

連絡先：長尾連絡所 

 (電話) 078-986-2581 

行 事 予 定 

お悔やみ 
ご冥福をお祈りします。 

 <H23.7.1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〕 

 ・１０月１５日〔土〕・１１月１９日〔土〕・１２月１７日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◆<上上津>三 谷  昌 雄 さん[79才]H23.8.10 

◇県民交流広場事業 

◊１０月１５日〔土〕 第２回ありま映画サロン 

  ・映  画 「最後の忠臣蔵」 

   ・２回上映 １０時半と１３時半 

   ・入  場  料 前売り８００円 当日１０００円 

・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 １０月     １１月     １２月    世話役団
体 

２５日〔金〕 

２２日〔土〕 

上旬 

１３〔木〕２７〔木〕 １０〔木〕２４〔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 １４〔金〕２８〔金〕 １１〔金〕２５〔金〕 ９〔金〕２３〔金〕 民児協 

６〔日〕 

※時間等、詳しくは世話役団体へ問合わせ願います。 

◇長尾地域福祉センター 

  開館時間が変わります。  １０月３日〔月〕より 

   <変更前>               <変更後> 

    午前９時～１１時      午前９時～午後２時 

          ◇オータムフェステバル開催のご案内 

  今年も実施します。多くの方の参加をお待ちしています。 

  ◉ 日 時 ： １１月２７日〔日〕 ９時 ～ 

  ◉ 場 所 ： 長尾小学校 グランド及びアリーナ 

  ◉ 内 容 ： グランドゴルフ、スピードガンコンテスト、体力測定、他ゲーム感覚の体験コーナー等企画中 

                                              〔賞品有り〕 

   

◆<下上津>安 井 東 海 さん[81才]H23.9.16 

 台風１２号、１５号と続いた長雨、長尾町内ではたいした被害はありませんでしたが、全国で
は多くの方が亡くなられるなど大変な災害となりました。お見舞い申し上げます。秋の取り入れ
も曇り空を気にしながらの日程調整、大変でした。無事収穫が終ったことでしょう。さて、今年
も例年通り、長尾町の一大イベント「町民運動会」を行います。地区の栄誉と自身の健康のため、
そして親睦を深めるため多くの方の参加をお待ちしています。いい汗かきましょう！ 

 ◇ 日  時 ： 平成２３年１０月３０日〔日〕午前９時～午後３時３０分 

 ◇ 場  所 ： 長尾町公園グラウンド    〔雨天中止〕 

 日頃コツコツと作った自慢の作品、町内のみなさんに見ていただきましょう！是非、多くの出
展をお待ちしています。 作品出展の申し込みは、１０月２１日〔金〕までにお願いします。 

 ◇ 日  時 ： 平成２３年１１月２日〔水〕 ～ １１月３日〔木〕 

 ◇ 場  所 ： 長尾町地域福祉センター      〔各日とも午前１０時～午後４時〕 

      いわゆる「Ｕターン」で、定年間 

     近に生まれ育ったふる里に帰ってき 

     たら、わが家は上津台のど真ん中。 

     尐子高齢化のふる里と圧倒的に若い 

     ファミリーの新興住宅街の間でどう 

     やって両方へお付き合いしていきま
しょうか？ でもせっかくのチャンスだから、
できたらこの「かわら版」を通して、上津台の
皆さんに長尾の「古き良き地域のきずな」を
知っていただけるきっかけになったら・・・ 

                         Ｓ.Оe 

◊１１月２７日〔日〕 ありま寄席 

  ・出  演 桂 雀々、笑福亭銀瓶 

         桂 春蝶、すずめ家ちゅん助 

   ・開  園 １４時 

   ・入  場  料 前売り２５００円  

         当 日３０００円 
◊１２月２５日〔日〕 クリスマスコンサート 

  ・出  演  近隣小中学校吹奏楽部 他 

※区民センターでは、「たのしい油絵」「陶芸」など多くの講座が開かれています。一度参加してみませんか？ 

 詳しくは、ホームページをご覧下さい。 http//www.kobe-bunka.jp/  神戸市民文化振興財団 検索クリック！ 

 「容器包装プラスチック」の分別は既に、北区が先行で実施しています。 

 ４月より「容器包装プラスチック」以外のプラスチック等が「燃えるゴミ」に変更されていま
すが、ご存知ですか！分別が十分でないのが見受けられます。分別の徹底をお願いします。 

  「容器包装プラスチック」以外のプラスチックは、これまで「燃えないゴミ」として収集し、
原則、埋立処理が行なわれていましたが「容器包装プラスチック」分別収集の全市実施にあわせ
て「燃えるゴミ」に変更し、焼却熱を利用して、ゴミ発電を行い、エネルギーとして回収されま
す。 
 

※詳しくは、「ワケトンＢＯＯＫ」(H23.4版)を参照して下さい。 

※北神区民センター：今年６月に神鉄岡 

 場駅北側〔ダイエー横〕にオープンし 

 ました。 

上旬 

http://shibakomi.com/groundgolf/bh5110s.html
http://shibakomi.com/groundgolf/g3101.html
http://shibakomi.com/prod/bh4000/bh4000_main_l.jpg


町内の出来事 
婦  人  会 

消 防 支 団 

－２－ 

 大型の台風１２号が去ったあと、まだ雨が強く降る中１７６名が参加
して行われました。雨の中でしたが欠席する人もほとんどなく、長尾町
の結束ってすごいなと思いましした。午後には雨も上がりましたが、多
く水を含んだコースの芝に悪戦苦闘しながら、和気藹々の楽しい大会と
なりました。 

 競技終了後に懇親会・表彰式がおこなわれ、団体戦は、岩谷地区が下
宅原地区の２連覇を阻止し初優勝しました。個人では上上津地区の三谷
和正さんが優勝し、上上津地区は昨年に続きの連覇となりました。大会
には神戸市都市整備公社、北神戸ゴルフ場の運営会社㈱チューブ他地元
企業等に協力を頂き盛会に終えることができました。ありがとうござい
ました。 

〔団体戦〕 

    １位 岩谷地区 net221  

 ２位 有井地区 net227  

 ３位 岡 地区 net233.6 

〔個人戦〕 

 １位 三谷和正〔上上津〕 net68.6 

 ２位    赤井一隆〔岩谷〕  net71.4 

 ３位 西井康敏〔豊浦〕  net71.8                       

〔シニア〕 

 １位 西井康敏〔豊浦〕 net71.8  

 ２位 岩田勝春〔上上津〕 net75 

 ３位 北 薫 〔下宅原〕 net75〔ハンディ差〕 

                                 

 団体優勝  

右から 

赤井一隆さん 

隅井雅幸さん 

大西利昌さん 

個人優勝 三谷和正さん 

   今年は自然災害が次から次へと襲ってきました。みんな一 

  生懸命頑張っているのになぜ？思う事が度々あります。この 

 長尾町はお陰様で豊かな自然に囲まれ、「地産地消」で暮らし 

 ている有り難さを改めて感じております。が、この長尾町にも
高齢化がますます進み、農業の後継者と維持管理が丌安です。そ
んな中、自治会の行事にも協力しながら尐しでも活気あるまちづ
くりに努力出来る婦人会にしたいと思っております。今後の活動
を紹介しますと、９月ＪＡ女性会の運動会、今年は田園スポーツ
センター体育館で、１０月の長尾町民運動会には競技とバザーに
参加、１１月は「趣味と芸術の作品展」、１１月末に 

は、北神区民センターのありまホールで落語鑑賞会等 

の行事があります。多くの人達との出会いを大切にし、 

楽しみながら消化していきたいと思っています。多方 

面に出かけることも若さを保つ秘訣です。皆様のご協 

力をお待ちしております。 

北消防団長尾支団では、地域のみなさんとの交流を深めながら、
わがまちの防災リーダーとして、積極的に活動する消防団をめざ
しています。 

あなたも、このまちに暮らし、このまちで働く仲間として、私た
ちと一緒に消防団活動に参加しませんか。女性の方の入団大歓迎
です。 待ってます！ 

＊長尾支団への入団要件＝長尾町・鹿の子台・上津台・赤松台に
居住または勤務する１８才以上の健康な方。 

 詳しくは、下記長尾支団のホームページをご覧ください。 

 ⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

◈問い合わせ先：北消防団長尾支団本部（北区役所長尾連絡所） 

                 私たち北神戸中学校ソフト 

                ボール部は、３年生１１名、 

                ２年生１６名、１年生１５名 

                の計４２名で活動してきまし 

                た。私たちの学年にはソフト 

                ボール経験者も野球経験者も 

                おらず、試合では暫らくの間 

                コールド負けの 連続でした。 

                いつになったら勝てるのかと
丌安に思うこともありました。新人戦が終わり、悔しさで一杯
だった私たち は、今までとはうって変わり、誰もが必死に練習
に取り組むようになりました。そして休みの日には、毎週のよう
に練習試合に行 き、着実に力をつけていきました。その結果、
春・夏ともに県大会出場を果たすことが できました。 

 厳しい毎日の練習を乗り越えた今、私たちは達成感と充実感で
いっぱいです。 

 

10以下 10 20 30 40 50 60 70 80以上

 ７５才以上の方が２５９名となり、昨年より１４名増加しま
した。ますますお元気で、人生を楽しんでください！ 

291 
282 

68 
87 

  長尾町の人口構成を５年前と比 

 ベグラフにしてみました。 

 尐子高齢化・・・ 

左：平成１８年 

右：平成２３年 

 (9月１日現在) 

平成１８年 人口 １，５９３人  

平成２３年 人口 １，４７１人 

 私たち、長尾尐年団野球部は、 

毎土・日曜日長尾町公園グラン 

ドを中心に活動しています。 

 今年度は、春季リーグ戦優勝、 

神戸全市大会出場を３年振りに果 

たすことが出来ました。 

 これからも、大好きな野球がで 

きる喜びと地域の皆様にも愛される様、元気に頑張ります。応援
よろしくお願いします。 

 

      《主な成績》 

 平成２３年 ・北区リーグ戦 優勝 ・北地区大会 準優勝 

       ・全市大会出場 

 

                 旧長尾小学校の体育館、親 

                子でビニールの羽を打つこと 

                からスタートした子どもたち。 

                「はねつき」がいつの間にか 

                「バドミントン」に変わって 

                行き、辻・有井コーチの熱い 

                ご指導のもと「スマッシュラ 

                ンラン」で練習を重ねてきま 

                した。部活動のない中学校で
もバドミントンを続けていこうと決めた子どもたちは、神戸市の
大会で勝ち上がり、１年目から県大会に出場、３年目の今年は近
畿大会出場には１歩及びませんでしたが、県で第３位になりまし
た。地域の方々に応援していただき、支えていただき、子どもた
ちの夢はまだまだ大きくふくらみます。 

 桂正さんがパン屋さんを始められました。ｈ〔ほのかプラスと読
む〕毎週木曜日と金曜日の営業で午前９時３０分から売り切れ次第
閉店されます。「とにかく、人とパンの好きな職人が毎日みなさま
の笑顔を思い浮かべながら、ひとつひとつ丁寧に、かわいくてとび 
       きり美味しいパンを焼き上 

       げております」との事。長 

       尾町からお店が無くなるな 

       か、新しいお店が出来るの 

       は、うれしいことです。 
       一度、のぞいてみて下さい！ 

＋ 

数珠繰りの風景 

 かつて雲禅寺の観音堂の傍らの地蔵菩薩
にお供物をして、一同にて地蔵菩薩和讃を
もって供養会食。談笑の後に、四国三十三
所観音霊場のご詠歌を唱えながらの、数珠
繰りの風習が、観音堂〔現豊浦公会堂〕で
年に一度、受け継がれて一世紀半に及ぶと
のことである。今後も長く後世に伝えてい
きたいものです。 

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

