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平成２５年１０月発行 

【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 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１０月１９日〔土〕・１１月１６日〔土〕・１２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 ⇒ １０月５日〔土〕１２月〔日未定〕 

・ケーキ・お菓子作り ⇒ １１月６日〔水〕 

             １２月１８日〔水〕 

・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 

・懐かしの映画鑑賞 ⇒ １１月２２日
〔金〕 

編集後記 お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H25.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<下宅原>北ノ上 達 雄さん[86才]H25.7.5 

◇長尾町内４神社で秋祭り １０月１３日〔日〕 

 

◇町民運動会 １０月２７日〔日〕 ※雨天中止 

 ・午前９時 ～ 午後３時３０分 ・長尾町公園グラウンド 

 

◇趣味と芸術作品展 １１月２日〔土〕～３日〔日〕 

 ・午前１０時 ～ 午後４時  ・長尾地域福祉センター 

 

◇オータムフェスティバル  １２月１日〔日〕 

 ・午前９時 ～    ・長尾小グラウンド、アリーナ 
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長尾町の年代別人口構成を１０年前・

今・１０年後予測と比ベグラフにして 

みました。 少子高齢化・・・ 

平成１５年 人口 １，６７７人  

平成２５年 人口 １，４３８人 

          減２３９人 

平成３５年 人口 １，２５０人 

 〔予測〕 
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：平成１５年〔8末〕 

：平成２５年〔8末〕 

：平成３５年〔予測〕 

 

※平成２５年１００歳 

 以上が３名 

《平成１７年》 神戸市合併５０周年  

矢田神戸市長をはじめ多くの来賓を迎え、盛大に記念式典が開催され 

ました。記念事業として①長尾町誌の発行②長尾町ウォーキングマッ 

プの作成③ふる里再発見ハイキング等が実施されました。 

《平成１８年》 大型商業施設が相次いで上津台にオープン 

平成１８年１１月１８日イオンモール神戸北オープン、平成１９年７ 

月６日神戸三田プレミアムアウトレットオープン。長尾町周辺の交通渋滞問題が発生 

《平成１９年》 １２３年の歴史に幕、長尾小上津台に移転  

長尾小学校の児童数は、平成１１、１２年度の８３名が最小となった 

が、上津台からの増加により平成１５年度には１５６名に増加、平成 

１９年度に上津台に校舎が移転、現在では１，０００名〔H25.9.1〕と 

市内でも最大規模の児童数になった。 

《平成２２年》 進む少子高齢化。人口１５００人を割る  

平成２２年８月のデータでは１４９７名となり１５００人を下回った。 

 平成２５年の高齢化率３７．５％〔全国推計２５％〕 

《１０年前〔平成１５年〕の主な出来事》 

●長尾土地改良第３工区登記完了 ●長尾土地改良区事務所撤去 ●神戸市合併５０周年記念事業実行委員会発足  

●消防団ホームページ開設 ●北区制３０周年 ●阪神タイガース１８年ぶりセ優勝 ●宝塚ファミリーランド閉鎖 

●米英イラク侵攻フセイン政権崩壊 ●米スペースシャトルコロンビア空中分解 

◇投票日：１０月２７日〔日〕 

◇投票所：長尾幼稚園   

※長尾町の投票率は、毎回低い状態です。必ず投票しましょう。 

 

7/22の参議院議員選挙  ：長尾町47.99% 北区52.75% 神戸市51.91% 

12/16の衆議院議員選挙：長尾町50.91% 北区57.33% 神戸市56.46% 

◆<上上津>前 田 花 子さん[86才]H25.8.9 

◆<下宅原>太 田 眞 二さん[91才]H25.7.18 

◆<下上津>下 浦 一 郎さん[76才]H25.7.23 

《平成３５年》 長尾町はどうなっている？ 

想像してみて下さい。農業の大規模化など劇的な変化？高齢化率４８％超？ 

《中秋の名月》 

 ９月１９日 

長尾町でも、雲ひとつなく素晴らし
いお月さんを見ることが出来ました 

◆<下上津>小 南 君 枝さん[98才]H25.9.22 

お団子を作り、
月のパワーをも
らい、健康と幸
せを願いました
か？ 

◆<下上津>小 南 恵 而さん[90才]H25.9.24 

《５０周年記念式典》  

《旧長尾小学校》  

※高齢化率とは 

   ６５歳以上の高齢者が総人口に占める割合 

収集日当日の午前５時から午前８時まで
に出しましょう！ 

分別して、指定袋で出しましょう！ 

  〔大型ごみを除く〕 

決められたクリーンステーション〔ゴミ集

積場〕に出しましょう 

燃えないゴミの収集日は、カセットボンベ・スプレー
缶の収集日と同じですが、絶対混ぜずに、それぞれ別
に出して下さい。 

  自治会誌が「かわら版」となっ  

  て早くも１０年。長尾町を取り  

  巻く環境も大きく変りました。  

 進む少子高齢化、大型商業施設開
業に伴う交通渋滞など新たな問題が
多々ある中、自然豊かな農村風景、
長く受継がれてきた秋祭りを始めと
するさまざまな行事・伝統芸能、な
どを通じ、より「絆」を深め活力あ
る「ながおの町」になればと願って
います。「かわら版」がその一助に
なれば幸いです。   K.oonishi 

人 
 

 
 

数 

下上津 

 

１名誕生 
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町内の出来事 
婦  人  会 

〔９月８日〕 

消 防 支 団 

〔９月２１日〕 

〔９月２３日〕 

〔９月２９日〕 

 ９月１日(日)、下上津地区集会所にて下上津森林組合主催の「草刈
り機」の講習会が実施されました。林業・木材製造業労働災害防止
協会から２名の講師を招き、参加者３９名が午前９時３０分から午
後４時５０分まで「講義」と「実 

習」に取り組みました。 

 参加者は皆、草刈りのベテラン 

ですが、基本的な「草刈り機に関 

する知識」から「関係法令」まで 

、様々な範囲の講習を受けました。 

特に「メンテナンス」の説明は好 

評でした。そして、参加者全員に 

「修了証」が与えられました。 

〔９月１日〕 

 酷暑だった夏もようやく終り、やや過 

ごし易くなった９月８日〔日〕、前夜来 

の雨が降り止まず、大雨の中のスタート 

となりました。町民、ゲストの方合わせ 

て１６４名での大会でした。 

午前中は雨が強く、コンディション最悪 

の中でのプレーとなりましたが、日頃の 

練習成果を発揮すべく熱心なプレーが繰りひろげられました。午後か
らは天気も回復し青空も顔をのぞかせるなど、楽しい大会でした。 

 表彰式では、高武北区長の挨拶などがあり、プレー談義に花を咲か
せるなど和気藹々の雰囲気の中で行われました。運営にご協力頂いた
「神戸すまいまちづくり公社」「㈱チューブ」他地元企業のみなさん
ありがとうございました。 

《団体戦》      ﾈｯﾄ 

 優 勝 岩 谷地区 216 

 準優勝 下上津地区 218.8  

 ３ 位 下宅原地区 220.2 

 

 
《個人戦》         ﾈｯﾄ 

 優 勝 石井敏弘〔下宅原〕69.8   

 準優勝 糀谷和也〔岩 谷〕70   

 ３ 位 石井澄夫〔下上津〕70.6 

 

 

《シニア》         ﾈｯﾄ 

 優 勝 石井澄夫〔下上津〕70.6 

 準優勝 辻 廣重〔上上津〕72.4  

 ３ 位 冨井昭博〔上上津〕73.4 

ナイスパット 東9番グリーン 

個人戦優勝 

  石井敏弘さん 
表彰式、懇親会 

〔７月２７日〕 

        平成５年７月に「ふれあい昼食会」を始めて以来 

       ２０年がたちました。今回は、ふれまち協〝福祉部 

       会〟の女性陣がボランティアとなり「敬老の日」の 

       お祝いを兼ねて、赤飯・鯛の塩焼き・茶碗蒸し等豪
華メニューでの昼食会でした。また、２０年の継続に神戸市長より
「感謝状」を頂いたことが披露され大きな 

拍手が沸き起こりました。食後は、環境局 

及び神戸リサイクル工房の方により、ダン 

ボールコンポストによる堆肥作成で「生ゴ 

ミの減少」を図る方法の実演がありました。 

和やかな楽しい昼食会となりました。 

 これからも様々な工夫をこらし昼食会の 

継続が望まれます。 
コンポスト作成方法の説明 

豪華メニュー 

 長尾町在住の山﨑祐介さん〔29〕が㈱吉本興
業の構成作家の先生が主催している、若手お笑
い芸人の登竜門である「キタイ花ん」の舞台で
活躍されています。コンビ名「アポロン」とし
て、４月からガブリエルみきさんと漫才コンビ
を組んでいます。７月に梅田amHALLで行われ
た第４８回キタイ花んセカンドでは出場３４組
の中で見事、優勝されました。 芸能界で活躍
される姿を、早くテレビ等で見たいものです。  

    頑張れ「アポロン」！ 

《優勝賞金を手に！》 

右：山﨑祐介さん 

左：ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙみきさん 

   去る９月２９日〔日〕すずらんホールに於いて４０周年記 

  念式典が開催されました。来賓には先輩の会長経験者をお招 

 きし、現在活躍中の会員とともに、婦人会活動の歴史及び、現
在の問題点、未来へのあり方等を語る式典が行われました。そこ
で、長尾婦人会活動の歴史も４０年前の古い資料を見ると、水道
を、次には下水道を通して欲しいとの日常生活に密着した要望が
続いていました。又、農家の主婦には唯一の憩いの場所でもあり
ました。しかし、年月の経過とともに、近辺の開発も進み、鹿の
子台、上津台と新しい団地が出来、大型商業施設が出来たため、
日常生活もすっかり変わりました。情報はメディア 

時代と一変してしまい、高齢者にはついて行けない 

事が多くなりました。今後、高齢者が増え続ける中 

若者との橋渡しが出来、楽しく勉強が出来る婦人会 

活動であってほしいと願っています。 

 

〔９月１６日〕 

 毎年この時期、ＰＴＡ主催で行われていますが、今年の催しは例
年になく、桁外れの内容・規模！そのため長尾町も全面協力。各地
区からテントの貸出し、消防署、長尾消防支団による防災教室、何
より最後を締めた長尾婦人会の盆踊 

りは何度もアンコールされ、皆で別 

れを惜しみながら踊り続けていまし 

た。長尾小学校は児童数が１０００ 

人と、市内でも屈指の学校。大勢の 

参加者にどの屋台も人の波で押し合 

いへし合い、内容も「よさこい踊り 

」や太鼓など盛りだくさんのメニュ 

           ーが次々。最後の子供達の一番の楽しみ大 

           抽選会が終る頃には、世話人達もクタクタ。 

           それでも、皆な顔は充実感で一杯。子供達 

           には夏休みの忘れられない一日となりまし 

           た。 

長尾婦人会の盆踊り 

大盛況の屋台 

真剣な眼差しで受講中！ 

 神戸市水道局の、北神戸ポンプ場で災害時の応急給水拠点としての
施設が整い、訓練を兼ねた説明会があり、自治 

会、消防支団等２０数名が参加しました。場所 

は、長尾交番から長尾幹線をイオンに向って中 

国道を越えて約５００ｍの左側にあります。災 

害時手動ポンプで貯水槽から水を汲み上げ蛇口 

からポリタンク等へ給水する事ができます。 
給水訓練の模様 

 北消防団長尾支団は、 
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。 
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。女性の方の入団歓迎！（現在３名
の方が活躍中です）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/ 
 

 長尾町では毎年、「敬老の日」に自治会より当 

日で、満７５歳以上になられた方に、お祝いのメ 

ッセージとお祝いの品を贈らせていただいており 

ます。今年は、昨年より８名増えて２７１名の方 

でした なお、最高齢は１０４歳の方で１００歳 

以上の方が３名おられます。 

 思い起こせば明治３５年道場村から分離し、長尾村として独立
してから、早くも１１１年、昭和３０年神戸市に合併してからで
も５８年、その後北神戸ゴルフ場開設やＵＲの大規模開発、土地
改良事業など、この間長尾町は大変困難な問題を諸先輩が次々乗
り越えてこられ、現在の平穏な長尾町の姿があります。 

 これからも、いつまでもお元気で、我々の長尾町を支え導いて
下さるよう、みんなで応援して行きましょう。心からおめでとう
ございます。 

http://ameblo.jp/kitaikan/image-11580172847-12622714759.html
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/

