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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。 

 <H24.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<上上津>白 坂 將 亘さん[91才]H24.6.3 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・７月２１日〔土〕・８月１８日〔土〕・９月１５日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◇県民交流広場事業 

・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 

８日〔土〕 

１３〔木〕２７〔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〕 民児協 

※時間等、詳しくは世話役団体へ問合わせ願います。 

◆<上上津>五ノ谷 孝 士さん[80才]H24.5.4 

◆<岩 谷>岡 田 冨美子さん[80才]H24.5.22 

１２〔木〕２６〔木〕 ９〔木〕２３〔木〕   

１３〔金〕２７〔金〕 ２４〔金〕 

◆<上上津>一 星 タツ子さん[85才]H24.6.3 

◆<下上津> 芝  しず子さん[92才]H24.6.13 

１１日〔水〕 中旬 

 鹿の子台を除く長尾地区は、上上津集会所と有井
公会堂の２ヶ所で投票を行ってきましたが、部屋の
広さや駐車場など上上津集会所では上津台の人口増
加に対応できなくなってきました。 

 各種団体の皆様も含め、昨年から区役所と協議を
重ねた結果、下記のとおり投票区域と投票所を変更
することになりました。 

 投票所が遠くなる等一部の地域の皆様に 

はご不便をおかけいたしますが、ご理解と 

ご協力をお願いいたします。 

  

投 票 区 域 

長尾町〔上津・宅原〕、赤松台〔１・２丁目〕 長尾幼稚園 

長尾小学校 上津台〔１～９丁目〕 

投票所 

【新しい投票所と投票区域】 編集委員が変わりました 

◇各地区で納涼大会 

 ・８月 ４日〔土〕上上津地区 

 ・８月 ５日〔日〕有井地区 

 ・８月２６日〔日〕岩谷地区 

 長尾幼稚園前の道路はカーブになってい
て見通しも悪い上に交通量も多く、園児た
ちの交通安全は幼稚園の一番大きな心配事
となっています。そんな不安に少しでも役
立てばと５月１７日長尾青少年育成協議会
から「飛び出し禁止」の黄色い可愛いポー
ルが幼稚園に贈られ、２５日から子ども達
を優しく見守り続けています。 

 みなさんも長尾幼稚園の前を車で通る際 

        には十分にスピードを落 

        して、長尾の将来を担う 

        子ども達の安全を、みん   

        なで守っていきましょう。 

         

◇パターゴルフ大会 

 ・７月１６日〔月〕 

 ・北神戸ゴルフ場 <青少協> 

<上上津地区>  

民家裏の斜面土砂崩れ 

 ７月６日夜から７日未明にかけて活発な梅雨前線による大雨のた
め長尾町内でも土砂崩れが多く発生しました。 

 上上津地区の民家裏の斜面で、約幅２０ｍ高さ１５ｍにわたり土
砂崩れが発生しました。幸い建物等の被害は有りませんでしたが、
土砂崩れ箇所の拡大を防ぐため、地元自治会、消防分団、森林組合
のみなさんの協力によりブルーシートが張られ応急措置が行われま
した。 

 また、岩谷地区の市道岩谷～市野瀬線でも大雨により３箇所で土
砂崩れが発生し通行止めとなりました。 

 神戸市の休日夜間緊急連絡センターに依頼し土砂の除去を行い、
７日夕方には通行止 

めを解除することが 

できました。 

 梅雨はまだ続きま 

す。大雨により地盤 

が緩んでいます。危 

険な箇所には近づか 

ないようにしましよ 

う。 

【参考】 
大雨、土砂災害等の対応 

等については、既に配布 

済の「ＫＯＢＥ防災特集 

号」〔保存版〕2012に詳 

しく掲載されています。 

参考にして下さい。長尾 

連絡所に若干有りますの 

でお問合わせ下さい。 

 今年も恒例の「町民ゴルフ大会」が開催されます。日頃の練習の成果を発揮するとともに、お
おいに親睦をはかりましょう。参加申し込みは、各地区自治会へ！ 

月 日   ９月２日〔日〕 

場 所   北神戸ゴルフ場 

申し込み  各地区自治会へ  
昨年の大会模様 東コース９番ホール 

 今回のトピックスは上上津の第
２回鮮菜フレンズ市場。地域交流
の場として長く続けられればいい
ですね。 

 ところで高い畦の草刈りの際、
何を履いておられますか。私は山
登りに使うアイゼンを長靴に付け
ています。安いものですし、濡れ
た斜面でも滑らず、大変具合がい
いですよ。かわら版ではこんな
ちょっとしたアイデアも募集しま
す。編集で困るほど多くの記事を
お寄せください。 N.Shiotani 

<岩谷地区>  

市道 岩谷～市野瀬線 

<岩谷地区>  

市道 岩谷～市野瀬線 

《下上津地区》 

 (新) 喜多 勝己 さん 

       よろしくお願いします。 

    (退) 青木 勝 さん 

       ご苦労さまでした。 

２４日〔金〕 

４日〔土〕 

◆<下宅原>平 井 律 子さん[75才]H24.6.6 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3aX6EIPsOJPPFABRyODTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1c1oldajs/EXP=1340357071/**http%3A//rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%25C5%25EA%25C9%25BC%25C8%25A2%2B%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25B9%25A5%25C8/%25C5%25EA%25C9%25BC%25C8%25A2%2B%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25B9%25A5%25C8/*http%3A//image.search.yahoo.co.jp/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E6%258A%2595%25E7%25A5%25A8%25E7%25AE%25B1%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588


－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

〔４月２９日〕 

〔６月３０日〕 

福 寿 会 

消 防 支 団 

 〔６月２７日〕 

【お問合せ先 080-1453-5030 坊ヶ内】 

〔７月８日〕 

   “謝謝” 
第１回は５月19日（土）神戸 

まつり協賛実施。 

66組約100名のご来場。 

盛況裡に開催。 

ありがとうございました。 

 

   “來來” 
第２回は来る７月16日（祝） 

「海の日」記念開催！ 

朝７時～ 上上津集会所前庭 

地元栽培の新鮮野菜が満載で 

す。 

ご来場をお待ちしています。 

 

 上上津地区の防災福祉コミュニティは北消防署や長尾消防支
団のご協力を得て６月３０日神戸市の新しい防災拠点「危機管
理センター」を視察しました。 

 ２５名の参加者はマイクロバスで危機管理センターを訪問。
阪神・淡路大震災の教訓を伝え、防災意識向上を図る新しい学
習拠点「防災展示室」見学の後、研修室で東南海・南海大地震
に備えて神戸市の対策や、地域住民の対応について専門家のお
話を聞きました。 

 神戸市の防災 

諸施策を勉強し 

私たちの防災意 

識を高め、役割 

を再認識する有 

意義な半日となりました。 
防災展示室見学 研修室で研修 

 今年も長尾町の方のご協力を得て、３年生
と５年生が６月４日（月）に田植えを体験さ
せていただきました。はじめはおそるおそる
田んぼに入っていた子どもたち。少し慣れて
くるといろいろな生き物を見つけて大喜びで
した。自分たちの植えたお米が、これから成
長していくのが楽しみです。田植えが終わっ
た後は日歩が丘に行きました。五感を使って
たくさんの自然を感じました。 

 

 大型の低気圧による雨で一 

週間順延となった今回の大会 

うってかわって真夏のような 

日差しがさす中で熱戦が繰り 

広げられました。 

 大型連休に入ったこともあ 

り、参加人数は順延したこと 

により若干少なくなりまし 

たが約１３０名が参加。暑かったこともあり早々に、ジュース、ビール 

は売り切れとなるほどでした。昼食は地元産のコシヒカリでの美味しい 

カレーライス、つくって頂いた、婦人会のみなさんの真心もこめられて 

おり一層美味しく感じました。 

 競技の合間には、あちこちでミニ宴会などコ 

ミュニケーションが図られたのではないでしょ 

うか。楽しい大会となりました。 

 消防支団、福寿会、婦人会、民児協等運営に 

ご協力頂きありがとうございました。 

〔６月４日〕 

岩 谷 ４月２４日 

   武庫川学院北摂キャンパス散策後公会堂で宴 ２０名 

下上津 ４月１４日 

   熊野神社横で花見、猪鍋で盛大に宴 ６０名 

豊 浦 ４月８日 

   公会堂周辺で花見、宴とゲームで盛り上がる ３０名 

 消防団各分団班では、担当区域の巡回パトロールを定期的
に実施しているところですが、今年度は「２０１２パトロー
ル大作戦」として、ため池などの水防危険箇所調査、防火水
槽調査、防火パトロールおよび戸別訪問など、さらにきめ細
かく計画的に実施してまいります。 

 また、地域の皆様からの防火防災に関するお問い合わせも
お受けします。巡回中（またはお近く）の消防団員にお気軽
にご相談ください。 

 

サイレンテスト（お知らせ） 

 消防団出動指令サイレンの吹鳴テストが毎月第２日曜日 
午前11時（15秒間の長音）に変更されましたので、お知らせ
します。 

 

※北消防団長尾支団ホームページ 

 ⇒ http://e-nagao.net/fire 

 昨年に引き続き数合谷川の改修工 

事が６月から始まりました。穴を空 

けて鉄板を埋め込み、次に前回と同 

じくトンネルを埋め込みます。 

 業者は民家ぎりぎりの工事なので 

慎重を重ねた工事をしますと言われ 

ていました。６月から９月にかけて 

長尾川まで完成させ１１月から年内に一之宮の橋の架け替えで工事
は完成になります。工事が完成することで大雨にも安心できます。 

消火器訓練 

地震体験車による地震体験 

 梅雨晴れの空の下、北消防署・長尾支団
・長尾防災福祉コミュニティ合同の夏季訓
練に総勢約１５０名が参加し実施されまし
た。今年は上津台からも約４０名が参加さ
れより有意義な訓練となりました。 

 地震体験車「ゆれるん」による地震体験
、煙の中での避難訓練、消火器取扱訓練、
AＥＤ〔自動体外式除細動器〕の使用方法
・救命処置の手順等々、いつ起こるかわか
らない災害に備えて、皆真剣に取り組みま
した。今後は、この体験を生かし、地域住
民がお互い協力し助け合い、安心して暮ら
せる町づくりを目指して行きたいものです 

           ６月２７日（水）、恒例の「さな  

            ぶり旅行」を実施しました。梅雨の 

            合間、天候に恵まれ、なごやかな楽 

            しい日帰り旅行になりました。 

             今年は４１名（昨年４２名）が参 

            加され、琵琶湖周辺を巡りました。 

             午前中は、水のめぐみ館「アクア
琵琶」に立ち寄り、そして、びわ湖・鮎家の郷で昼食となりまし
た。美味しい料理に舌鼓を打ち、おおいに盛り上がりました。午
後からは、信楽たぬき村、そして、源氏物語ミュージアムを見学
し、最後は、宇治上神社を参拝しました。 

参加者は土産物の買い物を楽しみ、信楽たぬき村では「たぬき
の置物」を買われた方もいました。 

 〔７月９日〕 

   ７月９日〔月〕午後１時半から長尾地域福祉センターで今 

  年度の婦人市政懇談会が行われました。出席者は長尾婦人会 

 ２９名大沢婦人会３１名行政側１９名他２名合計８１名となり 

 ました。会場は満杯の中、要望事項に対して行政側からの回答 

 をいただきました。年々進んでくる高齢化問題と農業の後継者
問題は大きな課題でした。又、長尾経由のバス路線の減少で病院
に行くのも大変です、何とかして欲しいとの要望は、乗車率が悪
く現状で我慢して欲しいとの事でした。道の補修や大型ゴミの回
収問題は良き回答を頂きました。最後に 

安藤区長から「皆様からのいろいろな意 

見を参考にして行政側も仕事に携わって 

いきます」とのご挨拶で締めくくって頂 

きました。やはりこの市政懇談会は意味 

ある意見交換会の場だと痛感いたしまし 

た。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xTpnYnx.JPquEARiiDTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=19i7bmp9c/EXP=1340362983/**http%3A//rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%25A4%25B5%25A4%25AF%25A4%25E9%25A4%25CE%25B2%25D6/%25A4%25B5%25A4%25AF%25A4%25E9%25A4%25CE%25B2%25D6/*http%3A//image.search.yahoo.co.jp/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E3%2581%2595%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%25AE%25E8%258A%25B1
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xTpnYnx.JPquEARiiDTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=19i7bmp9c/EXP=1340362983/**http%3A//rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%25A4%25B5%25A4%25AF%25A4%25E9%25A4%25CE%25B2%25D6/%25A4%25B5%25A4%25AF%25A4%25E9%25A4%25CE%25B2%25D6/*http%3A//image.search.yahoo.co.jp/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E3%2581%2595%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%25AE%25E8%258A%25B1
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