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平成２４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。 

 <H24.7.1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２０日〔土〕・１１月１７日〔土〕・１２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 

・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 

１３〔木〕２７〔木〕 

福寿会 

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>冨 井 義 和さん[61才]H24.7.25 

１１〔木〕２５〔木〕 ８〔木〕２２〔木〕   

１２〔金〕２６〔金〕 

６〔土〕 

◉ 神戸市農業委員が選任されました。 

  小南清裕さん   前坊悦蔵さん 

   〔下上津地区〕   〔有井地区〕 

         〔任期H24.9.10 ～ H27.9.9〕  

◇１１月１７日〔土〕オータムフェスティバル 

  ・場 所：長尾小学校運動場及びアリーナ 

   ・時 間：午前９時 ～  １１時３０分頃 

   ・内 容：グランドゴルフ、スピードガン、体力測定他 

    参加申込は、各地区自治会長まで 

◆<下宅原>上 元 千代野さん[93才]H24.7.30 

◆<上上津>坊ヶ内 信 義さん[64才]H24.8.9 

 今年も、長尾町内で秋祭りに向けての準備が始まりました。特に、大歳神社の曳きだんじりの太
鼓とお囃子、熊野神社の獅子舞・神楽、一之宮神社・王子之宮神社の獅子舞〔下宅原地区〕は古く
からの伝統を守るために後継者丌足の中で、受け継がれています。 

日 時 ： 平成２４年１０月２１日〔日〕 

       午前９時 ～ 午後３時３０分  <雨天中止> 

場 所 ： 長尾公園グランド 

 ほぼ例年どおりの内容で実施されます。多数の方のご参加をお願いします。 

競技種目等の詳しい内容は、各地区の体育委員にお問合わせ願います。 

日 時 ： 平成２４年１１月２日〔金〕 ～ ３日〔土〕 午前１０時 ～ 午後４時 

場 所 ： 長尾地域福祉センター 

出展申込は１０月２２日〔月〕まで、各地区自治会長等へ 

◇１２月１３日〔木〕 

  神戸三田プレミアム・アウトレット 

  第３期増設オープン 

◇１１月１日〔木〕～ ２月１７日〔日〕 

  神戸フルーツフラワーパーク 

  イルミナージュ〔光の祭典〕 

１２月 ９日〔日〕下宅原地区  

    宝塚歌劇観劇と豪華昼食 

１２月１１日〔火〕岡地区  

    梅沢富美甴観劇と豪華食事 

１１月１１日〔日〕有井地区 

    豪華昼食会 

◇１０月２７日〔土〕朝 上上津地区 

  ３回鮮菜フレンズ市場上上津〔上上津集会所〕 

１０月３１日〔水〕上上津地区ひまわり会    

    京都水族館と南禅寺の湯豆腐賞味 

お囃子の練習風景 

獅子舞の練習風景 

 ９月８日より週３日 

の練習開始、メンバー 

の高齢化と人員丌足で 

演目も減尐。新たな参加者を募っているが、講 

員の熱意でかろうじて維持しているのが現状です。 

 秋祭りの練習 

が９月２３日(日) 

から始まりまし 

た。今年のお囃子は８名で、上上津の小学校
５・６年生の甴児です。練習の初日には、小学
生とその父兄、消防団、宮総代、自治会役員が
集まり懇親会を行いました。指導者は消防団を
はじめ経験者が実施。 

 

７〔水〕 

９〔金〕２３〔金〕 

１０月２５日〔木〕豊浦地区 

    京都水族館と奈良まち散策 

※熊野神社の〖神楽・獅子舞〗は平成９年神戸市の「無 

 形民族文化財」に認定されました。 

 ９月２２日〔土〕 

から、毎日、夜８時 

から１１時過ぎまで 

獅子舞の練習をしています。但し、初日の稽古
始、中稽古〔８日目〕稽古上げ〔１４日目〕は
７時から練習します。そして、１５日目は早朝
から「地下回り」をして１６日目が本番です。  

 獅子舞は全部で１０演目あり、２４名のメン
バーが基本的には毎日練習し、地区役員や指導
員が見守っています。しかし、毎年、メンバー
の高齢化が進み、新しい人への引継ぎが大きな
課題になっています。「これだけの神楽が今日
まで引き継がれてきたことは本当に素晴らしい
ことです。地区全体の誇りです。若い人？に感
謝です。」 

獅子舞の練習風景 

 福寿会田中会長より大きなカボチャのプ 

レゼント、毎年夏が来ると、子ども達は今 

や遅しと、楽しみに待つようになり、カボ 

チャの頭をなでたり、名前をつけたり、今 

ではすっかり児童館、幼稚園の、可愛い夏 

のお友達になっています。  

       平成１５年１０月より新たな自 

      治会誌となってから１０年目とな 

      ります。この間、長尾町内では 

      様々な出来事がありました。平成 

      １７年１０月には神戸市合併５０ 

      周年記念式典の開催、平成１９年 

      ４月長尾小学校が上津台に移転 

      等々、人口は一昨年に１５００人 

      を切るなど尐子高齢化が進んでい
ます。そんな中、長尾町の豊かな自然と受継が
れた文化を大切に、多くの情報を発信し、活力
ある長尾町にしていくため、微力を尽していき
たいと思います。これからもよろしく！！ 

K.oonishi 

２３〔金〕 

実施日未定 
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町内の出来事 
婦  人  会 

〔９月２日〕 

消 防 支 団 

     団体優勝 岡地区 

                 谷口勝宏さん 

馬場永幸さん、            岡 義信さん 

     個人優勝 内垣映二さん 

     表彰式及び懇親会模様 

 酷暑となったこの夏、前日は恵みの夕立があ 

りゴルフ場の芝も大喜び、日頃の練習の成果を 

発揮するべく勇んでプレーに集中、ところがボ 

ールの行方は思いどおりとならず！あっちこっ 

ちで賑やかな歓声が聞こえてきました。午後２ 

時頃から一時夕立があり雨中の決戦となりまし 

たが、ゲストを含め１５８名全員プレーを終えること
ができました。プレー終了後は表彰式と懇親会が行な
われ、なごやかで楽しい大会となりました。団体戦で
は岡地区が優勝されました。運営にご協力頂いた北神
戸ゴルフ場、連絡所他のみなさんありがとうございま
した。 

 

   《団体戦》     〔ネット〕 

優 勝  岡   地区  222.0 

準優勝  岩 谷 地区  223.2 

３位   上上津 地区  223.4 

 
 《個人戦》      〔ネット〕        

優 勝   内垣映二   68.8        

準優勝      馬場永幸   71.4         

３位    宮本昌浩   71.4     

 《シニア》     〔ネット〕 

優 勝     春井 猛   73.4 

準優勝     田中利和   73.6 

３位      小林清豪   73.8  

 

〔９月２３日〕 

☆☆☆ ☆☆☆ 

     尺八独奏 赤井千久山 さん      大正琴 婦人会のみなさん 

 秋の採り入れ時期 

を向えた休日、道場 

町の神戸市立農村環 

境改善センター多目 

的ホールに多くの観 

客を集めて、第２回 

五町交流演芸大会が行われました。五町から１３の演目が披露さ
れました。特に、鹿の子台の幼稚園・小学生によるバトントワリ
ング、道場町の中学校の先生によるバンド演奏には大きな声援と
拍手が送られました。長尾町からは、岩谷地区の赤井千久山さん
〔赤井久司〕の尺八独奏と、長尾婦人会８名による大正琴演奏、
会場が静まる中それぞれが素晴らしい音色を響きわたらせました。  
 出演されたそれぞれが素晴らしく、時間のたつのを忘れるほど
その芸に引き込まれました。五町交流の有意義な一日となりまし
た。出演されたみなさんご苦労さまでした。 

〔７月２１日〕 

          ７月の「ふれあい昼食会」に安藤北区長、 

         社会福祉協議会部長が飛入りで参加。ボラン 

         ティアの方々〔今月は有井地区〕が丹精込め 

         て作られた昼食を「美味しい」を連発しなが 

         ら和気藹々の雰囲気の中楽しみました。 

          昼食が終ると、恒例のイベントが行われ、 

         この日は婦人コーラス部の合唱「海」や「上
を向いて歩こう」など懐かしい数々の歌のコーラスに、みんな
うっとり。最後に「ふるさと」を全員で合唱して、充実した楽し
いランチタイムが終りました。次回を待ち望む声がたくさん聞か
れていました。 

     安東区長のあいさつ 

 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） 

 

 

    去る９月２３日〔日〕道場の農 

   村環境改善センター多目的ホール 

  に於いて五町〔道場・大沢・八多・ 

 長尾・鹿の子台〕の演芸大会が自治会 

 主催で行われました。当、長尾婦人会 

も大正琴の演奏で協力させて頂きました。 

大正琴は指先を使うため脳の活性化の為と高齢者に愛好されてい
ます。日頃は月２回の練習ですが、練習場所も先生も異なり、こ
の演芸大会のため８月末から週２回長尾地域福祉センターで練習 

       しました。やはり人前で演奏する事は、練習時と 

       違ってとても緊張しました。でも客席から曲に合 

       わせた歌声が聞こえてくるとホットしました。演 

       奏者８人心を一つにして練習した甲斐があり、帰 

       り道お茶で乾杯し労をねぎらいました。 

〔９月２３日〕 

     出演された８名のみなさん 

 〔９月２６日〕 

定年後の生きがい、野菜づくりに情熱を燃やす！   

ひさし 

 今回は、岡地区の 大西 尚さんです。 

 定年を迎え、時間も十分にあり、何かしたいと思いました。始
めは家庭菜園程度で栽培していたのが、魚菜市場、めぐみの郷等
に出荷するようになって作付け面積も多くなり、そこで私の作っ
た野菜を、美味しかったと言って買って下さるお客様との会話、
野菜作りの仲間と情報、テクニックの交換等をしています。出荷
する事によって朝早く起きる習慣がつき、規則正しく一日が過ぎ
ていきます。また、土を耕したり、薬剤散布、施肥等の作業は大
変ですが、土からエネルギーを貰い、作 

物に丹精込めて愛情をかけて、元気に大 

きく成長していく姿を見ている私は、癒 

しと元気を貰っています。 

 ６月４日に田植えをした有井地区の田んぼで、
３・５年生２６８名が稲刈りをしました。ぬか
るみに足をとられながらも、水管理方法は？害
虫の種類は？などの質問もありました。１０月
には収穫したお米を食べるそうです。 

     なすび畑 

 東日本大震災から１年４ヶ月、神戸の震災を身近に見てきた私で
すが、何の力にもなれず、心の中にこだわった物がありました。思
い切って被災地を訪ねてみようと、６月２７日～２８日、一泊２日
の短い期間でしたが福島県相馬市から宮城県仙台市、石巻市、女川
町、南三陸町を訪ねました。報道で見るのと違い、自分の目で実際
に見るとすざましい被害の実態に心が痛み言葉も有りませんでした。 

 津波、放射能の二重の苦しみ、その中で地域の人達は“がんばろ
う東北”の言葉通り生活を営んでおられました。“がんばって下さ
いネ”軽い気持ちで言葉をかけることが出来ませんでした。仙台市
宮城野区から仙台空港を経て相馬市までの沿岸部一帯見渡す限り何
百、何千町歩と思われる水田地帯、植え付けが行われているのは内
陸部の一部に限られていました。農業を営む１人として悲しいほど
の空しさに包まれました。 

 今、私たちに何ができるかを考えて
みる時、やはり経済の活性化・元気づ
けるための消費だと思います。東北方
面へ旅行に出かけて下さい。東北産の
物を買って下さい。相馬漁港で水揚げ
された魚の刺身を頂いてきました。新
鮮で美味しかった。風評に惑わされず
に応援したいものです。 

             〔大西莞〕 

見渡す限りの水田地帯 

１年４ヶ月過ぎた、いま！ 

<宮城県山元町沿岸地域>  

手付かずの水田は荒れたまま 

遠くに見えるのはガレキの山 

<宮城県仙台市若林区沿岸地域>  

手前は基礎部のみの更地、ガレキの
山と放置された貨車 

    <宮城県南三陸町>  
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