
－３－ －１－ 

平成２６年 ７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〕 

 ・７月１９日〔土〕・８月２３日〔土〕・９月２０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３０日〔土〕 ・ケーキ・お菓子作り ⇒ ７月７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 

・お父さんの料理教室 ⇒ ９月６日〔土〕 

・町民ゴルフ大会  ⇒ ９月 ７日〔日〕 

◇各地区等の行事  

・長尾消防支団、長尾防コミ 夏季訓練 

         ⇒ ７月 ６日〔日〕 

・ＪＡ兵庫六甲北神長尾支店 夏祭り 

         ⇒ ７月２６日〔土〕       
・納涼大会  

 〔上上津地区〕 ⇒ ８月 ２日〔土〕 

 〔有 井地区〕 ⇒ ８月 ３日〔日〕 
               <予定> 

 〔岩 谷地区〕 ⇒ ８月３０日〔土〕 

  

編集後記 
お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H26.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<豊 浦>春 井 和 子さん[89才]H26.5.2 

◆<下上津>坂 本 正 敏さん[83才]H26.5.8 

◆<有 井>大 抜 晴 夫さん[67才]H26.4.8 

◆<下上津>片 山  肇 さん[95才]H26.4.20 

◆<豊 浦>神 谷 清 子さん[89才]H26.4.5 

  今年もはや折り返し点「夏越しの 

 祓い」の時期。かわら版も３回目の
発行となりました。長尾の里の田んぼ
も「しろ田」から「植田」へ変り。大
きくなった早苗の頭をなでて緑の風が
渡っていく風景はいつ見てもうっとり。
梅雨のうっとうしい時期ではあるけれ
ど米作りには大事な季節。でも長期の
天気予報では今年は長梅雨とか。今年
も無事に実りの秋を迎えられますよう。 

             Ｓ.Ｏe 

・懐かしの映画鑑賞 ⇒ ９月２６日 

※ふれあい昼食会、茶話会などに参加される方で、送迎を希望される方は、各地区の民生委員に申し出て下さい。 

神戸市からの委託を受けた公的な機関で、保健師又は看護師・社会福祉士・主任ケアマネージャー・
見守り推進委員が配置されている、高齢者に関する総合相談窓口です。 

 長尾町の人口は１，４３５人、高齢化率３７．９％〔H25.12末〕となっ
ております。他の北区農村地域と同様、少子高齢化がどんどん進んでいま
す。ここで『介護』について真剣に考えてみてはどうでしょうか？ 

             参考：全国推計の高齢化率２５％ 

総合相談支援 

 介護や福祉制度のこと、生活不
安・・・悩んでいても、どこに相
談したらいいかわからない・・・ 

権利擁護相談 

虐待を受ける・・・消費者被害にあ
う・・・認知症の影響で契約できず
必要なサービスが受けられない・・ 

  介護予防 

ケアマネジメント 
●要支援１・２のケアプラン作成 

●特定高齢者に対する介護予防事業 

 の調整 

  包括的・継続的 

ケアマネジメント 

高齢者を支援する体制を充実するた
めに、介護に携わる方々とのネット
ワークを作っていきます。 

電話： 

０７８－９８５‐６５８１ 

特別養護老人ホーム 

 やすらぎの里道場 内 

困ったゾ！ 

一度相談し 

てみよう 

検索 長尾ふれあいねっと 長尾町の『今』をしっとこー。長尾ふれあいのまちづく
り協議会各種団体の動きが載っています！ 

長尾町自治会 

長尾防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ 

長尾町福寿会 
・ 

・ 

・ 

ここをクリックすると、過去の「ながお町かわら版」を見ることができます。 

平成２２年４月に「長尾ふれあいねっと」として開設しま
した。様々な工夫をこらし、的確・迅速な情報の発信に努
めています。是非、ご覧下さい！ 

耳よりな話 

 三田市横山にある三田市立図書館、開館
日の増と開館時間の延長をすることとなり
ました。長尾町の人にも、三田市民と同様
の貸し出し制度を適用します。〔談：前川
千陽<ちはる>館長〕大いに利用させていただ
き、インテリジェンスを研きましょう。 

 夏を迎えるにつれ野生動物の活動が活発になっ
ています。アライグマやヌートリアは季節に併せ
野菜農家から上手に収穫しています。また、例え
プラ系ゴミであろうとも味や匂いが着いていれば
すごいご馳走です。したがって前夜から出されて
いる素晴らしい料理を、彼ら・彼女たちが見逃す
はずはありません。写真1はプラ系ゴミの収集日 
である水曜日の朝5時３９分に撮影したゴミ収集 
場の状態です。多分ゴミは前夜から放置されてい
たと思われ、動物たちにうまく処置されていまし
た。写真2は、動物たちが残した食器の利用状態 
です。なお、この時の掃除担当は、近所の先輩と
私〔記者〕でした。 
 ＪＡみのりの専門家によれば、アライグマの食
事跡と推定されるとのことでしたが、真の犯人は
いったいだれでしょうか？ 
 

◆<下上津>片 山 鈴 子さん[89才]H26.6.6 

◆<岩 谷>向 井 たみゑさん[102才]H26.6.29 

写真‐１ 

   写真‐２ 
左写真の食器〔トレー〕 

を表向けて拡大 

が、やってくる！ 

◇９月１３日〔土〕～ １１月３０日〔日〕 

◇場 所 ：イオンモール神戸北特設会場 

《ある地区のゴミステーション》 

◆<下宅原>辻 元 ゆり子さん[96才]H26.6.6 

http://jp.freepik.com/free-vector/raccoon-opening-box-clip-art_382152.htm
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町内の出来事 
婦  人  会 

〔４月２７日〕 

消 防 支 団 

〔４月１２日〕 

〔５月９日〕 

〔６月２２日〕 

 ４月１２日(土)、下上津自治会主催の
「お花見会」が熊野神社の桜の木に囲まれ
た駐車場にて実施されました。今年は桜の
花がまだ残っていて、春風に花びらが舞い
散る素晴らしい「お花見会」でした。 

 下上津の２名の猟師（趣味）が獲った
「しし肉」バーベキューがメイン料理で、
たこ焼き・焼きそばを食べながら、ビール
やお酒を片手に話題が弾みました。家族単
位の参加も多く、子供、若者、高齢者が一
緒に楽しい一時を過ごしました。 

 まさに、夏の日差し、朝から好天
に恵まれ、第５回目となったグラウ
ンドゴルフ大会が 盛大に開催されま
した。ゴールデンウィークの初日と
なりましたが、選手・スタッフを合
せて１３８名が参加しました。競技
は外回りコース、内回りコースの設
定でそれぞれ８ホールを２回競技し
ました。熟練の人も、始めてのひと
も一生懸命、ゲームを楽しみました。
昼食は、恒例となりました婦人会の
みなさんによる手づくりのカレーラ
イス、昨日から準備をしていただき、
真心がこもっておりより一層美味し
かった！ホールインワン賞は偶数
ホールのみでしたが、２回達成され
た方もあり９名でした。暑い日の大
会となりましたが、地域のふれあい
の場となり、より「絆」が深まった
のでないでしょうか？  

満開の八重桜の下、美味しいカレーに満腹 

もう少し伸びろ！思わず力が入ります！ 

7月1日、北神戸ゴルフ場の熱き思いから、長尾町自治会や北神戸
ゴルフ場社員が中心になり、ジュニア育成のため「長尾町ゴルフ協
会」が立ち上がりました。 
「協会」では、長尾町の小学1年生から中学3年生までの、ジュニ

アたちにゴルフに関する専門家のレッスンや、講習会、また適宜競
技会などを「長尾町ジュニア育成プログラム」と称して開催。ゴル
フの技術や正しいルールやマナーの学習を通じて、ジュニアの体力
向上と、アマチュアスポーツ精神の高揚を目的に、長尾町のジュニ
ア達の、心身の健全な育成と成長を目指していきます。 
きっと、この中から、将来の長尾町を支えるような人材が何人も

誕生し、いつかプロゴルファーさえも誕生するかもしれません。そ
んな夢と期待を抱きながら、みんなで温かく応援していきましょう。 

 

 今年は阪神淡路大震災から２０年 

ということで、趣向をガラッと変え、 

防災をテーマとして、楽しみながら 

も真剣な催しとなりました。予定で 
はアリーナで震災語り部の話を聞き、 
グランドで長尾消防支団を中心に防 
災体験などを行う予定でしたが、あ 
いにくの天候で、アリーナでのお話 
や実演だけになりました。被災体験のない子 
供たちは、長田区の被災のお話に驚きの声を 
上げ、新聞紙で作る「簡易スリッパ」や、防 
災対応に合わせたコンサートなど、大いには 
しゃぎ、楽しみながらも真剣に取り組みまし 
た。防災の心構えをしっかり身に着けること 
ができ子供たちには大変有意義な時間となりました。 

〔６月１２日〕 

地震が来た時、避難時の姿勢 

新聞紙でスリッパ作り体験 

 長尾小学校５年の１５０名が産業に関する学習の一環 

として長尾町の農業を視察。３年の時に行った田植えを 

包括的にフォローする位置付けがされている。まず、有 

野町のＪＡ育苗センターで育苗作業を見学、次に豊浦地 

区で昼食を楽しみつつ水田予定地を踏査、米作産業にお 

ける田植えの工程に理解を深めた。さらに、小型トラク 

ターの実物を見て歓声を挙げたり、養生中の苗を見たり 

で充実した当日のフィールドワークを堪能された。 福 寿 会 

〔６月２４日〕 

灘菊酒造、大釜の前で 黒田官兵衛大河ドラマ館 日本玩具博物館 

 

          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。 

         暑さやのどの渇きが自覚しにくい高齢者や体温 

         の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、とくに注意が必要です。 

         「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 

 

 

    神戸市婦人団体協議会の前理事長〔故 妹尾美智子先生〕 

   との「お別れ会」に参列しました。 

  バッハ作曲の〔Ｇ線上のアリア〕から始まり先生の愛唱曲の 

 歌曲・童謡が神戸市混成合唱団、室内合奏団により献奏されま 

 した。その音楽の中に婦人会活動の全てを思い起こさせるひと
時でした。そんな中でも４６年と長年続いている市 

政懇談会があります。当長尾婦人会も色々と毎年要 

望を出し続けてきました。  

 最近の要望は高齢化問題へと変化してきました。 

交通問題と医療問題です。昨年度は行政側から満 

足の行く回答を得られませんでしたが、今年度は 

７月９日に長尾地域福祉センターで行われます。 

少しでも前向きな回答が得られる事を願っています。 

 今年は、水の心配をすることも無く田植えも無事終了。恒例の早
苗振旅行、総勢３１名が大型バスで大河ドラマ「軍師 黒田官兵
衛」のゆかりの地姫路方面へでかけました。最初は「日本玩具博物
館」白壁土蔵造りの建物が６棟、国内６万点、世界１５０カ国３万
点の膨大な展示品に圧倒されました。昼食は灘菊酒造見学の後、酒
蔵で”黒田官兵衛”が食べたであろう「麦とろろ飯など昔の料理」
に舌鼓！利き酒にほろ酔いいい気分！「黒田官兵衛ドラマ館」平日
なのに大変な人人。暑い中、改装が終った姫路城を遠くに見ながら
姫路を後にしました。恒例の土産、今回はヤマサ蒲鉾・夢鮮館で蒲
鉾など今夜の”肴”を調達。楽しい旅を終えることができました。 

応急水栓の組み立てと手動給水を体験 

おにぎりの炊き出し 

              うっとうしい梅雨空の中、岩谷地区 

             の防災福祉コミュニティ訓練、３１名 

             が参加して行なわれました。水道局北 

             ポンプ場内に昨年設置された、応急給 

             水ポンプの取扱い 

             を水道局職員の指 

             導を受け体験しま 

             した。災害はいつ 

やってくるかわからない！いざに備えて参加者 

全員真剣に取り組みました。また、女性ボラン 

ティアの協力を頂き、おにぎりと味噌汁の炊き 

出しも行い、有意義な訓練となりました。 

 長尾幼稚園ひまわり組、れんげ組の園
児４７名が書いたかわいい絵が、ゴール
デンウィークの間、中国道赤松ＰＡ上り
売店の軽食コーナーに展示されました。 


