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行 事 予 定 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・７月２０日〔土〕・８月１７日〔土〕・９月２１日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◇県民交流広場事業 

・料理ボランティア養成料理講座 ⇒ ８月３１日 

・ケーキ・お菓子作り ⇒ ９月中旬 

・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 

・お父さんの料理教室 ⇒ ９月７日 

・町民ゴルフ大会 ⇒ ９月８日〔日〕 

◇北区制 ４０周年記念式典〔すずらんホール〕 ⇒ ９月１日〔日〕  

 「丈夫に育ってネ！」 

     （パパ、ママ）    

 <H25.4.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

【有井】 

高坂池〔岩谷〕23,801㎡ 雨堤池〔上上津〕7,725㎡ 

菅生池〔下上津〕22,966㎡ 

数合池〔豊浦〕35,477㎡ 

奥田池〔有井〕19,338㎡ 

※高坂池は６月２７日、他は全て６月２５日に撮影、面積のデータは長 

 尾町誌より引用 

●岩谷地区へ入って直ぐの左側 

 に大きな堤防が見える 

◇各地区等の行事 

 ・防災福祉コミュニティー訓練 

  〔岡地区、下宅原地区合同〕 ⇒ ７月７日〔日〕 

・行者講大峰山参り 〔下上津地区〕 ⇒ ７月１３日〔土〕～１４日〔日〕 

【上上津】 

「みんな仲良く、元気に
育ってね。」パパ、ママ 

 <都合により掲載時期が遅れました。申し訳ありません> 

 長尾町内の農地１３１ｈａ〔内今年の作付け面積９２ｈａ〕の水源は、殆どが多くのため池と
なっていますが、入梅宣言以降、殆ど雨が降らず、各ため池の水位が大幅に低下し、高坂池水系
では取水制限が行われているところです。 

 ６月１９日から梅雨前線と台風４号に影響を受けた恵みの雨、月末にかけての降雨により、た
め池の水量も殆どが、ほぼ満水の状態となっていました。農業 

を営む上で根幹となる水源についてスポットを当ててみました。 

《町内の主な、ため池の水量を見てきました。》 

 編集委員の変更 

・長尾小学校 「ふれあい広場」のお祭り ⇒ ７月２７日〔土〕 (雨天２８日) 

 

・ＪＡ兵庫六甲北神長尾支店 夏祭り   ⇒ ７月２８日〔日〕 

       ・納涼大会 〔上上津地区〕 ⇒ ８月３日〔土〕 

      〔岩 谷地区〕 ⇒ ８月２５日〔日〕 

      〔有 井地区〕 ⇒ ８月実施予定 

編集後記 

ヒョウ 

       ４月月間  87mm、 

(神戸の降雨量) ５月月間  67mm、※5月30日～6月14日迄の雨量は”０” 

       ６月２７日迄、233.5mm     <気象庁公表のアメダスデータより> 

●上津台の北側に位置、菅沢公 

 園に隣接。ほぼ満水 

●長尾町公園の西側に位置、 

 ほぼ満水 

 入梅してから雨が降らず、米作り・
野菜作りが心配されていましたが、６
月中旬以降、全国的には場所により記
録的な雨量となり被害の出た所もあり
ました。  

 ここ何年と異常気象が続いており、
日頃から防災について、各家庭でも話
し合っておきたいものです。 
※全戸に配布されています「くらしの防災 

 ガイド」北区保存版〔平成２５年〕を参 

 考にして下さい。 

          T.taniguchi 

掖谷大池〔下宅原〕24,921㎡ 

●鹿の子台の中にあり、付近 

 一帯は公園になっている。 

 ほぼ満水 鹿の子大池〔岡〕26,686㎡ 

●長尾幹線を長尾交番からイオ 

 ン方面に向って左側に大きな 

 堤防が見える、ほぼ満水 

●北神戸ゴルフ東コースの途中 

 に位置、ほぼ満水 

 豊浦地区  

●新委員 春井 勝一 さん 

    よろしくお願いします。 

●旧委員 細川 浩 さん 

    ご苦労さまでした。 

※高坂池水系〔高坂池、雨堤池〕では６月２０日より取水制限を実施。雨堤池 

 は６月末の雨により満水となったが、高坂池ではまだ、７０％程度の回復で、 

 引き続き取水制限を実施中〔６月２８日現在〕 

●赤松台の中に位置、満水 

お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H25.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<岩 谷>北 田 とみゑさん[92才]H25.6.29 

２名 １名 



－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

〔４月２１日〕 

消 防 支 団 

福 寿 会 

〔４月１３日〕 

 長尾児童館では、今年の５月から 

毎週火曜日と木曜日に、幼児とお母 

さんがグループで楽しく遊んだり、 

母親同士で子育てについて学びなが 

ら交流を深める場として「児童館す 

こやかクラブ」が実施されています。 

２～４歳児が対象で７０組の親子が 

４クラスに分れて参加し、健康、し 

つけ、あそび等をテーマに身近な講 

師を招き母親講座も実施するなど約１時間楽しい時間を過ごしてい
ます。町内からも４組の親子が参加されています。 

たいそう風景 

 5月25日、長尾幼稚園では、少 
しでも早い子供の成長を願い、例 
年より早く全園児対象の保育参観 
が行われました。園児たちはお父 
さんやお母さんと一緒に、日歩が 
丘で遊んだり、年中組は「竹ぽっ 
くり」、年長組は「竹馬づくり」 
などを行って、親子の楽しいふれ 
あいの一時をすごしました。竹ぽ 
っくりを自在にあやつる子や、竹馬名人が何人も誕生し、親たち 
も、我が子の予想外の成長に目を細めながら一緒に遊んでいまし 
た。 

 ４月２１日〔日〕季節が逆戻りし
たような肌寒い中、第４回グラウン
ドゴルフ大会が開催されました。小
学生からお年寄りまで約１５０名の
参加者があり、有意義で楽しい大会
となりました。ホールインワン〔賞
品対象の偶数ホールのみ〕は１４名
１６回もありました。昼食には恒例
となった長尾婦人会のみなさんによ
る美味しいカレーライスをいただき
ながら、あちこちで懇談の輪が広が 
っていました。高武北区長も飛入り
参加されホールインワンを達成され
ました。スゴイですね！運営に協力
いただいたみなさんありがとうござ
いました。  
 
 

ナイスショット！ 

グラウンド全体 

 熊野神社の駐車場にて自治会主 

催の「お花見会」が実施されまし 

た。約７０名が参加して大変に盛 

況で楽しい一時を過ごしました。 

今年は桜の開花が早く、すでに桜 

の花は散っていましたが、参加者 

の心は桜の花で満開でした。”し 

し肉”バーベキュー、たこ焼き、 

焼そばを食べながら、ビールやお 

酒を片手に話題が弾みました。 

 福寿会、消防分団の応援もあって、若い人から高齢者までが一緒
に楽しみ、下上津地区の一体感が生まれました。 

〔５月２５日〕 

竹馬乗りに苦戦しています 

お花見で盛り上がり中 

 かねてより行政との懇談会等を通じ
要望していた道路拡幅と歩道取り付け
の工事が着工しました。完了は８月末
の予定です。完了により見通しがよく
なるとともに、歩行者の安全もより一
層確保されることと期待されます。 

〔６月３０日〕 

熱心に作画指導 

〔６月２６日〕 

     ６月のふれあい昼食会は手づくりの紙芝居で楽しみまし 

    た。内容は〝北神リサイクル工房〟のＰＲも兼ねて『生ゴ 

   ミとカラス』。カラスはゴミステーションへ行けば食べ物が 

  十分に有る事を良く知っています。カラスによる被害を減らす
ために「燃えるゴミ減らそう生活」にトライしています。コンポス
トでの堆肥作りもその一つです。できた堆肥は野菜作りや花作りに
役立ちます。チャレンジしてみませんか？ 

 その他にも、北神リサイクル工房をの 

ぞいてもらえれば、古布を使っての「ぞ 

うり」作りも予定されています。素足で 

履くと快適です。 

 その他自転車・家具等の販売〔抽選〕 

もあります。又子供服もあり自由にお持 

ち帰りできます。 

 お問合わせ〔０７８－３２２－５２９９〕 

〔６月１５日〕 

昔懐かしい手づくりの「紙芝居」 

 毎月最終の日曜日、豊浦公会堂で俳画同好会のメンバー１０名程が
集い行われています。柿秋庵（ししゅうあん）細川吽水(うんすい)さ
ん が、豊浦に居を定められて１０年、細川さんの人柄と画風を慕う同
好の有志が集い、２年余りに亘り月例の同好会が継続されています。
会では、当日の絵柄をメンバーが作品にまとめます。意識の高度な集
中と作業のスピードが要求されます。作 

画に身をおくことは厳しい時間である反 

面、日常生活からの飛翔となっており、 

家庭の主婦である会員にとって得がたい 

機会となっているようです。継続は「力」 

なりと申します。会員も「がんばり過ぎ 

ず続けたい」との話しでした。 

上上津の４農家が構成員となり「農業
生産法人(株)こうべファーム」を設立しま
した。事業として農作業受託のみならず、
米の集荷も行い、少子高齢化、担い手不足
が進む長尾にとって、美しい水田、景観を
維持し、発展させる核となることが期待さ
れます。(農業生産法人とは農地を所有、
賃借して農業を営む法人) 

  【問合せ先 078-986-5472今西】 

 真夏日、猛暑日が続くこの時期は、熱中症による救急事故が多
く発生します。 

 特に、体温調整機能が低く、暑さやのどの渇きを自覚しにくい
高齢者や体温調整機能が十分に発達していない乳幼児は 

熱中症になりやすいので、注意が必要です。「水分 

補給をマメに行う」「無理をせず、定期的に休息を 

とる」「日傘や帽子、ゆったりとした服など暑さ対 

策をする」など、熱中症対策を怠りなく、暑い夏を 

安全に元気にお過しください。 

 

消防団ホームページ  ⇒ http:/e-nagao.net/fire 

 

霊山〔りょうざん〕歴史観 

旧新島襄、八重の私邸 

 恒例の早苗振り旅行、朝から一日中の雨
に見舞われましたが総勢３２名。京都の八
重にゆかりの地を訪ねての旅でした。 

 東山にある幕末ミュージアム「霊山歴史
館」では、阪本龍馬や新撰組の足跡など幕
末の様子がパノラマ、ビデオ、写真等で詳
しく説明されていました。また、新島旧邸
では、襄と八重の暮らしぶりがそのまま保
存されており興味深いものでした。 

 昼食は嵐山での「湯豆腐会席料理」、美
味しい料理に舌鼓をうち楽しい一時を過ご
す事ができました。最後は恒例の買物、お
土産の京漬物を一杯抱え雨が降り続く京都
を後にしました。 


