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【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。 

 <H25.1.1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〕 

 ・４月２０日〔土〕・５月１８日〔土〕・６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 ⇒ ４月２６日、６月２８日 

・料理ボランティア養成料理講座 ⇒ ４月１３日 ・ケーキ・お菓子作り ⇒ ４月２４日 

・パソコン教室 ⇒ 毎月第２・第４木曜日 ・茶話会 ⇒ 毎月第２・第４金曜日 

◆<豊 浦>谷 口 良 雄さん[88才]H25.2.19 

◆<上上津>松 原  宏 さん[70才]H25.1.22 

・お父さんの料理教室 ⇒ ５月１１日 

豊浦地区自治会会長 

◆<下上津>辻 井  隆 さん[77才]H25.1.7 

◆<下上津>田 中 栄 子さん[81才]H25.1.22 

お２人の赤ちゃんが誕生しました。 

 <H24.10.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

◆<豊 浦>上 垣 しず子さん[89才]H25.1.1 

 風立ちて花の舞い散る長尾川 

 

 編集委員として携わった数限りな
い思い出は楽しいことばかりでした。
各編集委員の方には大変お世話にな
り心より御礼申し上げます。益々の
「ながお町かわら版」の発展を祈り
ます。 

         細川吽水 

 
<次号より豊浦地区編集委員が変ります。> 

     

お名前と写真は省略します。 

 今年度、長尾町から５名の新１年生が長尾小学校
に入学されます。将来何になりたいかを聞いてみま
した。夢を育んでほしいものです。地域のみなさん、
暖かい見守りをお願いします。長尾小学校全体とし
ては２２２名〔７クラス〕の方か入学されます。 

◇第４回 長尾オープングラウンドゴルフ大会 

 ・４月２１日〔日〕  ・長尾町公園 ※詳細は各地区自治会へ問合わせ願います。 

谷口嘉
彦 

桂正 弘 

有井地区自治会会長 

自治会長   岡田周一〔留任〕 

副自治会長  山谷副就〔留任〕下宅
原 

 理 事   大西莞爾〔留任〕岩谷 

 理 事   冨井昭博〔再任〕上上
津 

 理 事  大江重治〔留任〕下上津 

 理 事  谷口嘉彦〔新任〕豊浦 

 理 事  桂正 弘〔新任〕有井 

 理 事  谷口百成〔再任〕岡 

 長尾町を取り巻く環境は、少子高齢化が進む中、一方で大型商業施設の進出による休日等の慢性
的な交通渋滞など様々な問題点を抱えつつも、関連団体等との連携を図り、会員相互の融和協力に
よって住民が幸せな生活をするために、今年度も様々な活動を行うこととします。よろしくお願い
します。 

◆<上上津>松 原 清 子さん[66才]H25.3.19 

 この度、春井昇会長のご勇退を受け後任とし
て豊浦地区の自治会長を務めさせていただくこ
ととなりました。はなはだ微力ではありますが、
選任されましたうえは誠心誠意つとめてまいる
所存でございます。難しい問題も多々あろうか
と存じますが、安心・安全な町づくりを目指し、
地区の皆様のご協力を戴き頑張って一つ一つ解
決していこうと思っています。皆様のご指導・
ご鞭撻を宜しくお願い申し上げ、新任の挨拶と
させていただきます。 

 この度、前会長前坊様より引継いで有井自治
会長を御受けする事となりました。身も心も引
締まる思いでございます。前会長は長い間多く
の行事をきめ細かく楽しく活動され、着実な成
果を上げて来られ、心より感謝申し上げます。
この感謝の気持ちを大切にし、これから行事を
進めてまいりたいと思いますが、私一人では何
もできません。町内の皆様方の御指導を頂きな
がら精一杯努めたいと思っています。温かい御
指導と御協力を心よりお願い申し上げます。 

人事異動 

・北区長  高武秀年〔市公園緑化協会〕 ・北区役所 まちづくり推進課長 田代正幸 

                                   〔教育委員会総務部〕 

・北神出張所所長 浜本雅行〔水道局北センター〕・同 担当係長 山本健一〔まちづくり推進部〕 

・北建設事務所副所長 横野勇人〔水道局経営企画部〕 

●燃えるゴミ 火曜・金曜日 ⇒ 月曜・木曜日 ●容器包装プラスチック 木曜日 ⇒ 水曜日 

◇狂犬病予防注射  ・４月１４日〔日〕町内４箇所 

こうむ 



－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

〔３月２２日〕 

消 防 支 団 

〔３月１７日〕 

福 寿 会 〔１月２１日〕 

〔３月３０日〕 

〔３月９日〕 

大神神社 

 ３月１７日〔日〕有井、豊浦地区より 

３０余名の参加があり、消防団の指導の 

下、土嚢作りと設置方法、担架の組み立 

てと運搬、火災の消火を全員で実地に訓 

練をした後、公会堂でビデオを見て災害 

時の備えや意義の大切さを学べた有意義 

な一日であった。又、訓練の一環として 

炊き出し〔豚汁とお結び〕に舌鼓を打ち無事に訓練を終了した。 

 

            “神戸リサーチパークまちづくり
ク 

            ラブ”の活動の一つとして、住民同士
が 

            顔を合せ、肌で土地柄を感じてほしい、 

            という意図で始められた「五町めぐり 

            探検」。ファイナルイベントとして、 

            五町親睦グラウンドゴルフ大会」が 

            大沢町のフルーツフラワーパーク多目
的広場で開催されました。春を思わせる 

汗ばむほどの青空の下、五町より２８チ 

ームが参加し熱戦がくり広げられました。 

長尾町からも各地区選抜の７チームが参 

加、残念ながら入賞は逃しましたが、各 

町の親睦が図られ有意義な一時を過せた 

のではないでしょうか。 

 

開会式 

ナイスショット 

いつも消防団活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 

新年度を迎え、長尾支団の役員異動について、お知らせいたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

    平成２５年度 北消防団長尾支団役員 

支団本部 

・支 団 長    採田芳博（再任） 

・副支団長  流田時夫（再任） 

・副支団長  辻元泰輔（再任） 

・本部分団長 辻 明男（再任） 

・本部分団長 岡村廣一（昇任） 

 

 ※北消防団長尾支団ホームページ 

         ⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

 

 

・第一分団長  流田敦史（昇任） 

・第二分団長  片山巧児（昇任） 

・第三分団長  大西正則（昇任） 

・第三分団２班 

  副分団長  辻元博志（再任） 

・第四分団長  向井宏樹（昇任） 

 

 １月２１日(月)、恒例の初詣・日帰り旅行を実施しました。今  

年の恵方が南南東と言うこともあって、奈良の三大社を参拝しま 

した。５２名の参加者があり、バスが満杯で大変に盛り上った旅  

行になりました。龍田大神社を参拝した後、奈良天平俱楽部で昼 

食しました。美味しい大和料理をいただき、大変に好評でした。  

その後、奈良和みの館で土産物を買 

い、石上神社、大神神社を参拝しま 

した。大神神社には、大神の化身が 

棲む「巳の神杉」あり、皆さん、心 

を込めて手を合わせました。「巳」 

は今年の干支でもあり、必ずご利益 

があるものと思います。 

１月末に山門が完成しました。未 

           だ山門周 

           辺の関連 

           工事が残 

           っていま 

           す。 

数合谷川改修工事に併せて実施さ 

           れた一之 

           宮神社参 

           道の橋付 

           替え工事 

           が完了し 

           ました。 ４月１４日 下宅原 津山鶴山公園さくらまつりの旅  

４月１３日 下上津 熊野神社界隈で花見宴会 

２月２１日 上上津 伊勢参りと豪華海鮮料理 ２４名 

１２４名の卒業生 

先生、父兄、地域の皆様等に送られて 

 桜がほころび始めた春、６年生１２４
名〔長尾町内１２名〕が長尾小学校を卒
業しました。天王寺校長先生は詩人「金
子みすず」の詩から「みんなちがってい
ていい」「認め合う良いところを知って
いる」などの話をされ、人は絶えず学び
続けることで可能性が広がる。これから
も頑張って下さい。みなさんに出会えて
幸せでした。心より応援します。 

 また、福田ＰＴＡ会長から、３つの一
生懸命「勉強しろ」「クラブ活動しろ」
「友達と向きあえ」君達ならできる活躍
を期待し応援します。と励ましの言葉が
ありました。今回の卒業生は、学校が上
津台に移転した後に入学した初めての卒
業生です。 

３月３日～４日 岡 足立美術館と出雲大社参拝 ２０名 

消火器訓練 

     県民交流広場事業として始まった料理ボランティア養成 

    料理講座が二ヶ月に一回、長尾地域福祉センターで実施さ 

   れています。高松先生の指導のもと、約２０名が参加してい 

  ます。参加者は料理ボランティアメンバーに限らず誰でもＯＫ。 

  私達婦人会も、先生から頂いたレシピを見ながら食材の調達等
当日は朝早くから準備にかかっています。日頃の主婦業の腕が発揮
され、５～６品目が短時間で出来上がります。メニューの中には、
元の姿を変えてしまったり、新しい味を発見したり、かわいいトッ
ピングに目を見張ったり。なごやかな雰囲気の中で出来上がった料
理は、毎月のふれあい昼食会にも取り入れています。 

 婦人会が参加している、県民交流広場事業は他にも、ケーキ・お
菓子作り、お父さんの料理教室等があります。調理室の利用回数も
多くなり、次に気持ち良く利用できるよう、毎回片付けの後、備品
の定位置への収納、床掃除をしています。婦人会の活動は、ボラン
ティアの中にも楽しい行事もあり、みんなとの出会い、 

つながる心を大切に無理のない活動に取り組んでいま 

す。一人でも多くの会員様をお待ちしております。 

 この「かわら版」が世に出てから１０年、その間にかって山間僻
地だった当地区の奥にニュータウンの上津台と大型商業施設が忽然
と出来ました。近隣の方からは「にぎやかになってよかったね」と
言われるものの、交通量の増加とゴミのポイ捨てという、かって無
かった問題に悩まされています。特に、セール期間中の渋滞はすざ
ましく、最近のカーナビの便利さ？により地元住民の生活に大きな
不便をかけています。 

 集客が目的の商業施設である以上、交通量が今後減る可能性は低
くアクセス道路の改善等の抜本的な対策が行政に要望されています
が、時間が掛かりそう。まずは住民の安全を守るための対策を出来
ることから行政・商業施設に提案・要望していきたいと思います。
姿、かたちは変わってもここが「わがふるさと」であることに変り
なく、車とゴミとに埋まる姿を嘆いてばかりではおられません。 

 大 江 重 治 

      ３月３０日、「第５回、鮮菜フレンズ・上上津」が 

     「春・満菜市」として開催されました。この催しは、 

     上上津の有志が上津台などの 

     方々との交流と、地元農家の 

     野菜づくりの励みを目的に始 

     めたもので、シイタケの生え 

     た原木をそのまま買われた人 

など、今回も早朝より多くの家族連れで 

賑わいました 新鮮で美味しいョ！ 

４月１４日～１５日 豊浦 伊勢参りと豪華海鮮料理の旅 
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