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平成２４年 １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。 

 <H23.10.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇ふれ〙い昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１月２１日〔土〕・２月１８日〔土〕・３月１７日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◆<有 井> 森    智  恵  子 さん[89才]H23.10.7 

◇県民交流広場事業 

●１月７日〔土〕 餅つき大会＆〙りまホールのこども広場で〙そぼ！ 

  ・開 場 ： １０：３０  先着３００名様にもち２個プレゼント 

●１月１５日〔日〕北神地域アマチュアバンド演奏会 

  ・入場料：３００円   〔出演〕元有馬中学職員トリオ他多数 

●２月１１日〔土〕第３回〙りま映画サロン 

  ・上映名：「その木戸を通って」主演：中井貴一  ・入場料：前売り８００円、当日１０００円 

・懐かしの映画鑑賞 

・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 １月      ２月      ３月    世話役団体 

２７日〔金〕 

２５〔土〕 

１２〔木〕２６〔木〕 ９〔木〕 ２３〔木〕 ８〔木〕２２〔木〕 

福寿会 

ふれまち協 

民児協 

ふれまち協 

・茶話会 １３〔金〕２７〔金〕 １０〔金〕２４〔金〕 ９〔金〕２３〔金〕 民児協 

※時間等、詳しくは世話役団体へ問合わせ願います。 

◇１月２６日〔木〕  

  ・新春の集い 自治会 

   ・時間 ： 午前１１時～午後２時 

   ・場所 ： 北神戸ゴルフ場 

 ・糀谷菜々美〔岩谷〕 

 ・中西志歩〔岩谷〕 

 ・隅井春奈〔岩谷〕 

 ・青木勇樹〔下上津〕 

 ・江上真梨子〔下上津〕 

 春は土筆によもぎ摘み 

  秋は稲穂がたわわに実り 

 四季をとおして散歩道  

  心寂しい飼い主の 

 犬が残した忘れ物。 

◇１月１３日〔金〕 

  ・多聞寺 毘沙門天大祭 

◇１月１５日〔日〕 

  ・市民防災の日 

    ※長尾消防支団 町内広報パトロール 

◇１月１７日〔火〕  

  「阪神淡路大震災１．１７の集い」 

  場所：中央区東遊園地 時間：５時～２１時 

  ※当日は、長尾連絡所にも記帳所が設けられ 

   ます。 

        かわら版編集員の１２月の仕 

       事は、新成人を調べて２０歳の 

       抱負を尋ねること。 

        今年も快く答えていただき〙 

       りがとうございました。皆様の 

       ご協力でいい記事が集まりまし 

       た。本紙が届くころ私は平成２
４年を地元の大歳神社の初詣からスタートして
いることでしょう。今年もかわら版をよろしく。     

              Ｎ・Ｓhiotani 

◆<岩 谷>岡 田 一 郎 さん[63才]H23.11.26 

 平成３年４月２日から平成４年４月１日の間にお生まれの方 

 ・西口源一〔豊浦〕 

 ・馬場浩平〔岡〕 

 ・内垣良太〔有井〕 

 ・上元麻依〔下宅原〕 

 ・西井千佳〔下宅原〕 

【この年の主な出来事】 

◇鹿の子台まちびらき 

◇神戸電鉄〔横山ーﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ開業〕 

◇信楽高原鉄道列車事敀  ◇ソ連邦解体 

◇バブル経済崩壊     ◇湾岸戦争勃発 

☆自分のことだけでなく、人の事を気づかうことができるように精神的にも大人になりたいです。〔中西〕 

☆４月からは社会人です。まだまだ未熟ですが、いつまでも初心を忘れずに日々成長していきたいです。〔隅井〕 

☆大人として今まで以上に自覚と責任をもって、一歩一歩目標に向って行動していきます。〔青木〕 

☆笑顔を忘れずに日々感謝してすごしたいです。〔江上〕 

☆社会人として自覚を持ち、社会に貢献できるよう頑張りたいと思います。〔西口〕 

☆成人ということで「大人」の自覚を持ってこれから生活していこうと思います。〙と、将来結婚したら、少子化問 

 題を考えて行きます！〔馬場〕 

☆新成人となり、今より更に知識を得て、経験を積む為に、日々精進に努めたい。〔内垣〕 

☆二十歳になれたことに感謝するとともに、今後は成人として自分の行動に責任と自覚を持って、さまざまな目標に 

 向って挑戦していきたいと思います。〔上元〕 

☆今までお世話になった方々への感謝を忘れずに社会人としての責任を持って行動し、目標に向って頑張りたいと思 

 います。〔西井〕 

８〔水〕 

問合わせ先 

078-987-3400 

犬のフンは川に捨てます？ 

シャベルで土に埋めますか？ 

勿論お持ち帰りですよね。 

きれいな長尾川、美しい通学 

通園路にしたいものです。 

 ==川沿いの道散歩子==           

            新年おめでとうございます。 

        長尾町の皆様には、ご家族お揃 

        いでお健やかに新春を、お迎え 

        のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は自治会活動に格別のご支援、ご協力を頂
き心より感謝しているところです。昨年は、東日
本大震災と和歌山・奈良地域の大水害等と円高に
よる経済丌況による閉塞感の充満する年でした。
その様な中に〙って女子ワールドカップサッカー
において〖なでしこジャパン〗が優勝し、各被災
地を始め国民に大いなる勇気を不えてくれたこと
は記憶に新しいところです。昨年、自治会では相
互に「絆」を深めるために福寿会、消防団、婦人
会等各種団体と連携し長尾町の活性化を図るため 

「各種団体連絡会」を立ち上げたところです。長
尾町も近隣地域同様、少子高齢化が進んでおりま
すが、キリン麦酒神戸工場、イオンモール神戸北
店、神戸三田プレミアムアウトレット等地域の優
位性を活かし、これらの企業との連携、また上津
台との交流を図りながら、今年も「明るく活気」
の〙る長尾町を目指してまいりますので、格段の
ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶
とします。 

◇１月１７日〔火〕  

  ・初詣で・天橋立日帰りの旅 福寿会  

◇１月１９日〔木〕 

  ・熊野神社 厄除祭  



－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

消 防 支 団 

福 寿 会 

   去る１１月２７日〔日〕に三つの行事を行いました。午前 

  は長尾町全体のクリーン作戦、大型店舗の進出に伴って、車 

  からの空き缶やゴミのポイ捨てが多くなり、アッと言う間に 

 ゴミ袋一杯になりマナーの悪さにうんざり、ゴミステーション 

 は大きなゴミの山となりました。午後からは、有馬ホールでの
落語観賞で大爆笑しました。出演者はプロとは言え毎日努力と勉
強の連続だと思います。一生懸命のおしゃべりで私達も満足して
ホールを出たのですが、駐車場の出口 

で大変手間取り、もう少しスムーズに 

出られる工夫を関係者の方にお願いし 

たいものです。夕方はみんなで親睦会 

〔食事会〕をしました。ご馳走を前に 

話しも弾み日ごろの労をねぎらいまし 

た。健康で多くの人達と楽しめること 

の有難さを改めて感じました。 

 昨夜来の雨が残り、開催が危ぶまれましたが、 

主催者の強い思いが通じたのか運動会の 間はた 

いした雨もなく、大成功のうちに終えることが 

できました。 

地区対抗の種目を先に実施するなど、多少のプ 

ログラム変更は〙りましたが、殆どの種目を予 

定通り実施できました。 

５００名余りの町民が一同に会してのこの大会、やっぱり長尾の人はす
ごいな〘ーと思いました。多少の雨でも多くの人が集まり、競技だけで
なく〙ちこちで懇談の輪が広がり、賑やかで 

楽しい大会となりました。 

地区対抗は岩谷地区が僅差で４連覇を達成し 

ました。お世話して頂いた、各地区の体育委 

員の皆さん、婦人会ま 

た準備の段階から色々 

とお世話して頂いた長 

尾連絡所の方々 ほんと 

うに〙りがとうござい 

ました。  

 

<綱引き予選> 

<リレー決勝> 

〔総合成績〕 

優 勝：岩 谷地区 

準優勝：上上津地区 

３ 位：有 井地区 

 毎年、２回１月と１０月に宮ごもり、１０月は
豊年豊作を感謝し、昔は講田の恵みを受け夜通し
の行事で〙ったとか。現在は、９戸の方がお神酒
をお供えし、自前の弁当と枝豆などを持ち寄り、
火を囲みながら夜遅くまで語り・飲み明かすそう
です。今年は、雨の中での神事となりました。 

<シートで覆った鳥居> 

 １１月２０日〔日〕下上津地区で防災コ 

ミュニティのブロック訓練を実施しました。 

昨今発生している「想定外」の災害から地 

域を守るため、水害に備えた「土のう積み 

訓練」と火災を想定した「バケツリレー訓 

練」及び消防団による長尾川からの放水訓 

練を行いました。訓練の地区指導員は事前 

に北消防署へ出向き訓練の手ほどきを受けましたが、バケツリ 

レーは思った以上に盛り上がり「もっとやりたかった・・・」実 

際にこういう作業が必要なことのないように願いますが「備えよ 

常に！」また、こういう訓練活動は地域の絆を強めることにもな 

り、定期的な実施が必要なことを実感しました。 

平成２３年度 

 消防団定例表彰受章者 

 平成１６年１０月の台風２３号は長尾町でも大き
な被害をもたらしました。岡地区の数合谷川が氾濫
し床下浸水２戸、土手の崖崩れ等が発生しました。 

 以後、神戸市へ婦人市政懇談会等を通じ改修工事
の要望を重ねてきたところですが、ようやく河川拡
幅等の工事が着工しました。工事期間中は道路の通
行止めによる迂回などで地域の皆さんには、ご迷惑
をおかけしましたが、工事が完了することで大雨に
も安心出来るようになります。 

   クリーン作戦 

  <福祉ｾﾝﾀｰ前ゴミ拾い中> 

             地域の活性化と親子の絆をより深め 

            ることを目的に、今年で６回目となる 

            「餅つき大会」が長尾幼稚園の園庩で 

            開催されました。時折、薄日はさすも 

            のの肌寒いなか、スタッフを含めて総 

勢５００名余りが参加しました。もち米６０ｋｇを 

きなこ餅、おろし餅、ぜんざいにして頂きました。 

つきたてのお餅は、大変美味しかったです。若いお 

父さん達は、〙まり経験もないようで最初はおぼつ 

かない格好でしたが、慣れるに従いなかなか堂にい 

ったもの、額には汗がにじんでいました。 

 お世話して頂いた、ふれまち協、幼稚園の先生、 

幼稚園ＰＴＡのみなさんご苦労様でした。 

長尾ふれ〙いのまちづくり協議会 

長  尾  児  童  館    父 親 ク ラブ 

<釜戸で蒸し中> 

楽しんできました！ 

◇上上津 １０月２７日 京都市左京区「ｶﾞｰﾃﾞﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ比叡」    １５名参加 

◇ 岡  １１月２３日～２４日 室生寺、赤目四十八滝、伊勢神宮１６名参加 

◇下宅原 １２月４日 愛知県岡崎市西明寺と、なばなの里散策  １５名参加 

１．兵庨県知事表彰 

 【永年勤続功労章】 

 本部 副支団長 辻元泰輔 

２．兵庨県消防協会長表彰 

 【勤続章 】 

 第二分団 団 員 善入康雄 

 【精勤章】 

 第一分団 団 員 坊ヶ内一成 

３．神戸市長表彰 

 第二分団 団 員  下浦利章 

 第四分団 団 員  中西正則 

 

<土のう積みの訓練> 

 恒例のオータムフェスティバルが１１月２７ 

日に開催されました。今年は、２００名以上の 

参加者が〙り、グランドゴルフ、体力測定等、 

楽しく体を動かしながら長尾町と上津台の親睦 

を深めて頂きました。「もう少しグランドゴル 

フをやりたかった！」「実年齢より体力年齢の 

方が若かったわ！」など色々な声が聞こえてきました。天候にも恵 

           まれて、怪我もなくイベントを行うことが 

           出来ました。 

            ご協力頂いた自治会の皆様有難うござい 

           ました。 

<グランドゴルフ> 

<スピードガンに挑戦> 

【グランドゴルフ】 

優勝：有井地区チーム 

２位：豊浦地区男性チーム 

３位：下宅原地区女性チーム 

ホールインワン 

  ９名 

平成２３年秋から平成２４年１月８日までに永年の功績に対して表
彰を受けられた（受けられる）長尾支団の団員を紹介します。おめ
でとうございます 

４．北消防署長表彰    

 支団本部 分団長 安井啓二 

 第一分団 団 員 流田文夫 

 第二分団 団 員 福田 仁 

 第三分団１班 班 長 谷野和彦 

 第四分団 分団長 採田和宏 

５．北消防団長表彰  

 第一分団 団 員 芝崎徳茂 

 第二分団 班 長 片山竜治 

 第三分団１班 部 長 大北隆將 

 第三分団２班 団 員 北ノ上 昇 

 第四分団 部 長 向井宏樹 

 

<うまく出来ました> 

           １２月１７〔土〕福寿会の経験者を先生   

          にしめ縄飾り教室が開催されました。午前 

          中は長尾児童館父親クラブの１３家族３０ 

          名が始めての“しめ縄飾り”作りに挑戦。 

          悪戦苦闘しながらも、お正月のわが家に飾 

          る自慢の作品を作り上げました。午後から 

          は町内のおじさん達１３名が、それぞれの 

          神社のしめ縄飾り等を先生のてほどきを受 

          けて作りました。最近では、農家の年配者 

でも〖縄をなう〗事が殆どなくなったことも〙り、なかなかうま 

く出来ません。こんな昔ながらの作り方も後世に伝えて行きたい 

文化の一つではないでしょうか！ 


