
－３－ －１－ 

平成２６年   １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〕 

　・１月１８日〔土〕・２月１５日〔土〕・３月１５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　⇒　２月下旬〔日未定〕 

・ケーキ・お菓子作り　⇒　３月上旬〔日未定〕 

・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　　⇒　１月２４日〔金〕 

編集後記	 お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

　<H25.10.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<有　井>加　古　さち子さん[72才]H25.11.4 

◇ １月１３日〔月〕　多聞寺　毘沙門天大祭 

◇ １月１５日〔水〕　初詣・京都～滋賀〔福寿会〕 

◇ １月１５日〔水〕　佐津カニ旅行〔婦人会〕 

◇ １月１９日〔日〕　熊野神社厄除け祭 

◇ １月１９日〔日〕　防災福祉コミュニティ訓練 
　　　　　　　　　　　　　　　〔長尾町公園〕 
◇ １月１９日〔日〕　とんど〔左義長〕 
　　　　　　　　　　　　　　　〔長尾町公園〕 
◇ １月２２日〔水〕　新春の集い〔自治会〕 

◇ ２月１５日～１６日　伊勢参り〔下上津〕 

◇ ３月　９日～１０日　伊勢参り〔岡〕 

《岡田会長新年のご挨拶》 

　「元気にたくましく育って下さい。」 
　　　　　　　　　　　　　　　（パパ、ママ）　 

　<H25.5.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

《上上津》  

◆<岩　谷>新　谷　孝　子さん[90才]H25.11.14 

　　　　　　　本かわら版は、スマートなコ 
　　　　　　ミュニティ誌として重宝させて 
　　　　　　もらってきたが、昨春編集委員 
　　　　　　に任じられ、作成側として3号 
　　　　　　分の誌面作りを実体験。不偏、 
　　　　　　客観性、データ重視をモットー 
　　　　　　にして100号近くまで発行を続 
　　　　　　けてきた編集長以下各委員の記 
事を生み出すセンスと継続の意志を理解。今 
年も編集アンテナの感度を上げ、一層読まれ 
る記事を実現したい。読者側の反応大に期待。 
　　　　　　　　　　　　S. Harui 

・お父さんの料理教室　⇒　１月２５日〔土〕 

☆春から社会人になるので、大人としての自覚を持ち、頑張ります(*´▽｀*)  
☆社会人としてのマナーを身につけ、周りに頼られる人間になりたいです。 
☆責任と思いやりを持ち、社会に貢献できる大人になりたいと思います。  
☆多種多様な知識を選り好みせず吸収し、様々な経験とともに自分の糧にしていきたいです。 
☆二十歳になったからには、仕事や人間関係も中途半端なことはしません。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人から認められるような人間になりたい。　 
☆ひとりの大人として、責任ある行動を常にとれるように励みます。 
☆大人として責任のある行動を心がける。　 
☆ふる里は遠きにありて想うもの・・・・今は地元を離れての生活ですが、成長して戻ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　今年の成人の日〔１月１３日〕に、長尾町で９名の方が新成
人となられます。抱負を聞いてみました。　　 
　　<平成５年４月２日から平成６年４月１日の間にお生まれの方> 

　上上津　　２名　　 
下上津　　４名 

有　井　　１名 
岡　　　　１名 
下宅原　 　１名 

◆<有　井>大　抜　由　美さん[53才]H25.12.10 

　　　　　　　　新年明けましておめ 
　　　　　　　　でとうございます。　 
　　　　　　　　　長尾町の皆様方には、 
　　　　　　　　ご家族ともども輝ける平 
　　　　　　　　成26年の新年を迎えら 
　　　　　　　　れたこととお喜び申し上 
　　　　　　　　げます。 
旧年中は自治会活動に格別のご支援ご協力

をいただき心から感謝いたしております。 
さて、昨年を振り返りますと、参議院選挙

と神戸市長選挙・市会補欠選挙という三つの
選挙があり、良くも悪しくも国内情勢は落ち
着きをとりもどした感がありますが、何より
も異常気象による災害が国内外各地で頻発し、
自然の脅威や地球規模での環境の悪化などを、
強く印象付けられた大変な一年でありました。
長尾の里にも6月下旬の雨降り以降、8月下旬
まで60日間降雨量0mmという厳しい異常 

気象に見舞われ、大干ばつが発生して、農作物へ
の大きな被害が心配されましたが、みんなが節水
の気持ちを一つにして乗り越え、無事平年並みの
収穫が得られたことで、改めて長尾地域の皆さん
の団結力を再認識した次第です。 
　加えて、昨年は北区誕生40周年ということで、
北区内では様々な区切りの記念行事が行われ、今
年から新たな歴史を刻んでいくこととなりますが、
長尾町では、更に昭和30年に神戸市に合併して
以来、今年で59年目を迎えます。来年が60周年
の良き区切りとなりますように、長尾町の益々の
発展と上津台との連携など、本年は新たな気持ち
で頑張りたいと考えておりますので、皆様方の更
なるご支援ご協力をお願いして、年頭のご挨拶と
いたします。 

　平成26年　元旦　　　　　　　岡田周�一  

・公民館・老人いこいの家が長尾地 
　域福祉センターとして開所 
・小学校木造校舎解体撤去 
・神戸市立ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ開園 
・細川連立内閣発足 
・皇太子御成婚 
・プロサッカーＪリーグ開幕 
・クリントン、アメリカ大統領就任 

【当時の出来事】 

　「笑顔の素敵な、優しい女の子になってね。」 
　　　　　　　　　　　　　　　（パパ、ママ）　 

《上上津》  

《上上津》  

　「かわいいままでいてネ♪」 
　　　　　　　　　　　　　　　（パパ、ママ）　 

◆<上上津>宮　崎　千恵子さん[78才]H25.11.7 
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町内の出来事	
婦　　人　　会	

〔１０月２７日〕 

消　防　支　団	

〔１２月３日〕 

〔１２月７日〕 

〔１２月１５日〕 

民生・児童委員	

〔１１月１７日〕 

〔１１月２１日〕 

大玉運び　<宅原Vｓ上津> 

新種目　女子ゲート通し	

玉入れ　頑張れ子供チーム	

　　　　雲ひとつなく、晴れ渡った秋晴れ　 
　　　のもと盛大に第２７回町民運動会が 
　　　開催されました。今年から新たな種 
　　　目となった女子ゲート通し、初めて 
　　　スティックを握る人もあったようで 
　　　すが、練習の結果が出たようでした。 
　　　　得点種目の地区対抗は、各地区と 
　　　も選手選出に苦労されたようです。 
　応援合戦にも熱が入りましたが、最終種 
　目の地区対抗リレーで決着がつきました。 
　競技の合間には、あちこちで懇談の輪が 
　でき和やかで楽しい運動会となりました。 
　体育委員を始め消防支団、婦人会、民児 
　協、更には中学生の皆さんにもお世話に 
　なり無事終えることができました。あり 
　がとうございました。 
　　《総合成績》 
　☆優　勝　岩　谷地区　３２点 
　　準優勝　下上津地区　３１点 
　　３　位　上上津地区　２６点 

　氏　名〔新任〕　　(担当地区)　　　　氏　名〔再任〕　　(担当地区) 

　岡田　妙子　〔岩谷、赤松台1.2丁目〕　小南　秀富美〔下上津〕 

　辻　道恵〔上上津西、上津台789丁目〕　小西　善見　〔上津台6丁目〕 

　酒井　富一　〔上上津東〕　　　　　　  小家　明美　〔豊浦〕 

　土佐　武　　〔上津台1～5丁目〕　　  　大西　尚　　〔岡〕 

　上仲　幸代　〔有井〕　　  　　　　　　 石倉　典子　　主任児童委員 

　山谷　真由美〔下宅原〕　　  　　　　　西井　一成　　主任児童委員 

　平成18年にイオンモールがオープンして以来 
北側コスモ石油前での西から東への車両Ｕター 
ンの頻発は、歩行者への事故の危険性や、大渋 
滞の発生要因ともなるなど、上津台をはじめ地 
域全体の大きな問題となっていました。加えて 
昨年末から正月にかけて、前例のない大渋滞が 
発生したこともあり、昨年から長尾町自治会、 
上津台自治会協議会が中心となり、イオンや神戸市に強く改善への働 
きかけを行ってきました。非常に難しい問題ではありましたが、イオ 
ンの全面協力もあり、昨年11月28日にコスモ前〔右概略図④の道〕 
から直接イオンへの入退出ができる形で、時間差のない通常の交差点 
として整備され、交通導線の大幅な改善が実現しました。 
地域の大きな難しい問題に対しては、地域を越えての取組みが重要と 
いう、目に見える貴い教訓ともなりました。 

右概略図④から信号機方面	

　「民生・児童委員」の一斉改選があり、昨年12月2日委嘱状
伝達式が行われました。長尾地区では12名のうち半数の6名が変
更になっています。地域の身近な相談相手として、これから3年間
よろしくお願いします。 

お茶を頂きながら音楽に聞き入る	

　爽やかな秋晴れのもと、岩谷地区の茅葺屋
根の赤井家で会が催され、大阪、神戸ほか、
応募で集まられた約１００名の方が”コウベ
ボーイズ”の声だけで奏でるハーモニーを聞
きながら、お茶を頂き、楽しいひと時を過し
ました。 

　 今回は『鍋奉行応援市』として開催さ
れ、白菜や大根、ネギ、しいたけなど新
鮮野菜が格安で販売されました。　来場
者には籾殻で焼かれたアッツ熱っ！の焼
きいもが振る舞われ、甘くておいしい！
と大好評でした。　<上上津集会所> 

　　　　　　　　　　　　高齢化が進み、園児数も少なくなりつつ 
　　　　　　　　　　　ある北神の６幼稚園（道場、八多、大沢、 
　　　　　　　　　　　淡河好徳、からと、有野）の園児達全員が 
　　　　　　　　　　　小型バスで長尾幼稚園に一堂に集合。総勢 
　　　　　　　　　　　約300人を超えるいつもとは全く違った 
　　　　　　　　　　　雰囲気の中で、楽しく有意義な半日を過ご 
　　　　　　　　　　　しました。 
　　　　　　　　　　　幼稚園の裏山「日歩が丘」を探検したり、　　 
グラウンドで遊んだり大はしゃぎ。中には、早くも近日の再会を約 
束しているお友達もいました。子供たちの笑顔はキラキラ輝き、や　 
はり子供には、たくさんのお友達が何よりも大切な宝物である事を 
実感させた素晴らしい行事でした。 

総勢約300人の園児全員集合	

早朝より多くの人で賑わいました	

【イオンモール北側交差点改良の概略図】 
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①：入庫のみに規制 

②：出庫を規制 

③：Ｕターンの減少 

④：出庫ルートの変更〔新設〕 

★Ｕターン車の減少に 
　より渋滞要因の解消 
　が期待される。 

出庫ルートの変更〔新設〕
と交差点信号機の整備 

※「第８回鮮菜ﾌレンズ市場」<H25.10.26>の様子がH25.11.10の読売新聞地方広報 
　誌〔ちょこヨミ〕に大きく取り上げられました。 

　　　　今年度は久元市長が就任されたこともあり、すずらん 
　　　ホールに、北区内全２２婦人会が集まり、各単位婦人会の 
　　紹介と要望を直接久元市長に聞いて頂きました。その中で北 
　　区の大きな問題点は交通問題です。神戸電鉄の運賃が高すぎる
との意見が多くあり「敬老優待乗車券にあう様な割引の出来る方
法を考える」と市長から嬉しい回答を頂きました。又、路線バス
の回数が少なく車に乗れない人は、田舎暮らしの不便さに日常生
活で四苦八苦しています。何かいい方法を考えて頂きた 
いとの声も多くありました。今後益々高齢化が進む 
中で長尾町にとっても大きな問題です。限られた時 
間ではありましたが、とても有意義な中味の充実し 
た総括集会でした。 

　９月２０日　婦人会活動などを通じて、長年にわたり地域や市政の発展と
住民福祉の増進に貢献されたとして受賞されました。おめでとうございます。 

谷口節子会長　あじさい賞を受賞 

初めての餅つきに大苦戦！	

　第８回目となった餅つき大会、参加
申込のあった親子とボランティアを合
わせて総勢４５０名が参加、にぎやか
に開催されました。６０ｋｇのもち米
がみんなのお腹に納まりました。餅つ
きつきが初めての人も！楽しかった！
上津台との交流も深まりました。 

長尾ふれまち協議会 
長尾児童館子育てコミュ	

３．北防災の賞 
　（北区自治連合協議会・北防火安全協会） 
　支団本部　分団長 岡村廣一 
※その他表彰受章者の紹介は消防団ホームページをご覧ください。 
　⇒　http://e-nagao.net/fire 

平成２５年度の主な表彰の受章（賞）者を紹介します。 
おめでとうございます。 

１．兵庫県知事表彰 
　永年勤続功労章 
　支団本部　分団長 岡村廣一 

２．神戸市長表彰 
　第三分団１班　団 員　馬場永幸 
　第三分団２班　団 員　山谷　聡 


