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平成２６年   ４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〕 

 ・４月１９日〔土〕・５月１７日〔土〕・６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 ⇒ ４月１２〔土〕 

・ケーキ・お菓子作り ⇒ ４月２３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  ⇒ ４月２５日〔金〕 ６月２７日〔金〕 

編集後記 
お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H26.1.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<下上津>小 南 きぬ子さん[88才]H26.1.19 

・お父さんの料理教室 ⇒ ５月１０日〔土〕 

◇第５回長尾オープングラウンドゴルフ大会 

 ・４月２７日〔日〕午前９時 ～ 受付開始  
                 <雨天中止> 

 ・長尾町公園 〔参加無料〕 

◆  人事異動  ◆ = = 神戸市関係分 = =〔4月1日付け〕 

   《転 入》 

・北区役所総務課長 仲田 光男〔産業振興局〕 

・北区まちづくり 

     支援課長 長谷川泰正〔水道局〕 

・北神出張所副所長 加野 嘉一〔須磨区まち推〕 

・北建設事務所長  鈴木 勝士〔都市計画総局〕 

・長尾連絡所    寺本 恵治〔北区まち推〕 

   《転 出》 

・退職       土井 敏 〔北区総務課長〕 

・保険福祉局総務部 村山 哲朗〔北区支援課長〕 

・須磨区北須磨支所 河南 麿清〔北神副所長〕 

・住宅都市局計画部 岩橋 哲哉〔北建設所長〕 

・産業振興局農政部 松本 昭夫〔長尾連絡所〕 

  ２名 

◆<下上津> 北  卓華子さん[91才]H26.2.27 

 寒い日々やソチオリンピックなど、
長い、長い冬が終わり、今、春の花
盛りです。長尾町は自治会長が替わ
られ、新しい体制になりました。こ
れまで同様、地域の高齢化に負けな
いで、地域の活性化に一層力を入れ
て行かれることと思います。「かわ
ら版」にて自治会活動を皆さんの身
近にお届けします。よろしくお願い
します。                Ｋ｡kita 

         ２月にはかなりの雪が   

        ありました。豊浦地区で 

        はいまなおその雪を見る 

        ことができます。日当た 

        りのよい道端です。この 

        特異現象を発見したかわ 

        ら版記者は観測隊を組織 

        の上、雪姫と命名して朝 

        に夕にご機嫌を伺ってい 

        ます。１ケ月以上も風雪 

        に耐え(?)、雨や桜前線に
も負けませんでした。来年はもっときれい
になったきみに会いたいものです。 

     ==３月３１日撮影 by しょうちゃん== 

         陽春の候、長尾町の皆様には 

        益々ご清祥のこととお喜び申し 

        上げます。この度、岡田前会長 

        の後任として、長尾町自治会長 

        を仰せつかりました冨井昭博で 

        す。どうぞよろしくお願い申し
上げます。私は生まれ育った長尾のまちのことを、
様々な心地よい風を感ずるまち「感風のまち」だ
と思っています。遠い昔からの由緒正しい歴史の
風が流れ、山から爽やかな緑の風、稲田をそよぎ
渡る豊かな実りの風、培われた伝統と文化の風、
そして人と人との暖かい心が触れ合う絆の風がか 

よい合う魅力溢れる素敵な「感風のまち・長
尾」です。 

 これまで長尾町の皆様が世代をつないで築
いて来られた「感風のまち・長尾」を守り引
き継ぎ発展させていく、その責任の重大さに
身が引き締まる思いです。皆様方一人ひとり
のご理解とご協力を頂き、重責を全うする所
存でございます。どうか岡田前会長同様、暖
かいご指導ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願
い申し上げまして、就任のご挨拶とさせて頂
きます。 

 平成２６年４月     冨井昭博 

 ２月１１日に長尾町内で強盗事件が発生しました。犯人はその後逮捕 

されましたが、日頃から防犯について、みんなが注意しましょう！警察 

署からの注意事項を改めてお知らせします。 

●戸締りをする！     ●普段から、近隣で声掛けしておく！ 

●街中で不審者を見つけたら、１１０番通報する！ 

●家屋に侵入されたら、自分の身体・生命を第一に守ること！  

 <編集委員の変更> 

【岡地区】 
 

〔新〕岡 美奈子さん 

 よろしくお願いします。 

 

〔旧〕山中えみ子さん 

 ご苦労様でした。 

  長尾町から１０名の新１年生が希望に胸を膨らませて、長尾小学校・鹿の子台小学校へ入学します。 

 子ども達が安全で安心して通学できるよ    よう地域のみなさんの見守りをお願いします。 

                         <新１年生 長尾小236名、鹿の子台小110名> 

 長尾町自治会は、会長の岡田周一さん〔岩谷〕が退任されることとなり、新たに冨井昭博さん〔上上津〕が長尾町
自治会長に就任されました。新会長にご挨拶を頂きました。岡田前会長には、６年の長きに渡り、自治会発展のため 

                ご尽力されました。ありがとうございました。                                

冨井  新自治会長  

みてごらん！雪 

  ３名 

  １名   １名   １名   ２名 
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町内の出来事 
婦  人  会 

〔３月２４日〕 

消 防 支 団 

〔３月１６日〕 

〔２月２３日〕 

福  寿  会 

〔２月２０日〕 

〔３月１５日〕 

  

 鳥取方面カニ満喫の旅(２月９日)           有井 

 お伊勢まいり  (２月１５日１６日)   下上津 

 お伊勢まいり  (３月９日１０日)    岡 

 お花見の宴熊野神社駐車場(４月１２日)  下上津 

 和歌山方面海の幸満喫の旅(４月１３日)  下宅原 

 平家落人の足跡を探り 

 竜馬の故郷を訪ねる(４月１３日１４日)  豊浦 

〔１月１５日〕  「どうして女性は神楽に参加できないの？」。「うーん。それは
ね・・」。一番返事に困る質問ですが、今年も長尾小学校からの招
待でゲストティチャーとして３年生１７０人に熊野神社の獅子舞い
神楽のお話をしてきました。 

 郷土の伝統文化という社会科の授業の一環ですが、担任の先生が
秋祭りに撮影されたビデオをあらかじめ見た子供たちから好奇心の
雨のような質問を受けました。 

 初めて本物の獅子をみた子供たちがほと 

んどで、「今年の秋祭りには見に行きたい 

」の声が聞かれました。神楽も地元の少子 

化で後継者難と言いながら、参加者は氏子 

という制約もあり悩ましい問題ですが、上 

津台からの見物のお客さんが増えることで 

祭りの活性化の一助となればと期待します。 

３月７日 下上津区長 大江重治  熱心に講演中 

 長尾幼稚園のシンボル「日歩ヶ丘」には枯れ木がたくさん発生し、
園児たちに、もし危険が及んだら、という不安や心配を幼稚園では
ずっと抱えていました。それを聞きつけた、自治会や福寿会や民生
児童委員、消防団長尾支団の方々など、町 

内たくさんの有志の方々が寒風の中、山に 

入り、大量の枯れ木の伐採を行いました。 

作業が終ると園児達から「おじさん、あり 

がとう！」との可愛いお礼に、大変な作業 

での疲れも忘れ、またの実施を思わず約束 

する始末。何とも気持ちのよい、心温まる 

ふれあいとなりました。 

〔３月２９日〕 

各地区の親睦行事 

「絆」を深め！ 

 「ありがとう！」 可愛いお礼 

 今年で二回目となる救命講習。上津台の各丁目の自治会員さんへ
の呼びかけで、役員さんを中心に上津台から１８名、長尾町から４
名の方に参加していただきました。講習を受けながら、心肺蘇生の
難しさやＡＥＤの使い方について皆さん一喜一憂されていました。
知っている、一度でも講習を受けたこ 

とがある人と、全く何も知らないでは 

万が一自分の周りで救命措置が必要に 

なった場合、何も出来なかったことを 

悔やむより、出来る限りの措置を行い 

救急車を呼べる、一家に一人救命措置 

が出来る人がいる地域に育っていけれ 

ばと思います。  真剣に受講中！ 

 

 「五町めぐり探検」の続編として企
画されたボーリング大会、昔よくやっ
ていたという人も、今もファンだとい
う人も、五町の人達２０３名と一緒に
楽しみました。思い通りにボールが転
がらず、ガーターの連発でも、結構賑
やかに熱が入っていたのではないで
しょうか？団体優勝は大沢町で、長尾
町は残念ながら入賞できませんでした。
次はどんな企画かな？ 

今年の午年・馬の守護神 

    藤森神社 
時代祭りで有名 平安神宮 近江国の一之宮 建部神社 

 昨夜来の雨もあがり、素晴らしい青空に恵まれた初詣旅行となり
ました。今年の恵方は東北東、総勢４０名で京都から滋賀方面へと
向い、伏見の藤森神社から平安神宮、近江の国建部神社を訪ねまし
た。昼食は京都市内、ホテル本能寺にて焼肉付の会席料理に舌鼓を
うち満腹！恒例の土産は琵琶湖東岸、”鮎屋の郷”で両手に一杯の
お買物。バスの中では賑やかに会話が弾み、楽しい、和やかな旅と
なりました。 

 

   去る３月１６日、北女性会結成５０周年の記念式典がホテル  

  フルーツ・フラワーにて執り行われました。 

 副市長を始め１３０名以上の方々に参列してい 

ただき、皆様方と共に、盛大に祝うことが出来ま 

した。ここに至るには、歴代会長、会員の方々の 

たゆまぬ努力の賜物と深く感銘致しました。 

 長尾町に於いても、会員の皆様方が絶える事な 

く活躍されて今日があります。将来のためにも、 

是非、若い方のお力添えが必要です。会員になっ 

て下さいます様、切に願っています。 

・第一分団長 流田敦史（留任） 

・第二分団長 片山巧児（留任） 

・第三分団長 辻元博志（昇任） 

・第三分団１班担当 

  副分団長 大北隆将（留任） 

・第四分団長 中西正則（昇任） 

 

・支 団 長    採田芳博（留任） 

・副支団長  流田時夫（留任） 

・副支団長  辻元泰輔（留任） 

・本部分団長 辻 明男（留任） 

・本部分団長 岡村廣一（留任） 

 

◆平成２６年度 北消防団長尾支団役員 

※北消防団長尾支団ホームページ ⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

 

               ３月５日に行われた消防庁長官 

              表彰で、流田時夫副支団長が「永 

              年勤続功労章」を受章しました。 

               また、２月２８日に行われた日本 

              消防協会長表彰で、辻元泰輔副支 

              団長が「精績章」を受章しました。 

               おめでとうございます。 

 

消防庁長官表彰受賞者全員で記念撮影 

式典後の記念撮影 

 格好は決まっていますヨ！ 

１２３名の卒業生 

父兄、恩師、地域の人達の祝福を受けて 

 早春の温かい日差しが一杯の中、 

長尾小学校の第１３０回卒業式が厳 

粛な中にも心和む雰囲気で執り行な 

われました。１２３名〔長尾町内８ 

名〕が６年間通った学び舎に、思い 

出と仲間を一杯作って巣立っていき 

ました。天王寺校長先生のはなむけ 

の言葉は、若田宇宙飛行士が小さい 

時からの夢を叶えるため、勉強し身 

体を鍛え努力して掴んだ夢を例えに 

「夢を叶えるのは自分自身」です。 

 また、茶屋ＰＴＡ会長からは、運 

動会の組体操を完成させた努力を称 

え、「１つの目標に向って皆で頑張 

る」ことの大切を述べられました。 

 卒業生は、父兄、恩師、地域の皆さんの祝福のアーチをくぐって
大きくはばたいていきました。 

 地元野菜販売の鮮菜フレンズ市場、上上
津が３月２９日に開催されました。一昨年
の５月に始まったこの催しも１０回目を迎
え、回を追うごとに固定客も増え、ニュー
タウンの人々や地域住民同士のふれあいの
場になっています。長尾町の皆さんもぜひ
覗いてみてください。  地元産の新鮮野菜、美味しいヨ！ 
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