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行 事 予 定 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１０月１８日〔土〕・１１月１５日〔土〕・１２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 ⇒ １０月２５日〔土〕、１２月中旬 

・ケーキ・お菓子作り ⇒ １１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 

・懐かしの映画鑑賞 ⇒ １１月２８日
〔金〕 

編集後記 
お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H26.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇長尾町内４神社で秋祭り １０月１２日〔日〕 
 
◇町民運動会 １０月２６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３日〔月〕～４日〔火〕 
 ・午前１０時 ～ 午後４時  ・長尾地域福祉センター 
 
◇音楽とお茶の会<赤井家>〔岩谷〕 １１月９日〔日〕 
  ※詳しくは神戸市広報１０月号〔北区版〕参照 
 
◇松林寺<晋山式> 〔下上津〕 １１月２３日〔日〕 
 
◇オータムフェスティバル  １１月２４日〔月〕祝 
 ・午前９時 ～    ・長尾小グラウンド、アリーナ 

◆<上上津>一 星 弘 子さん[92才]H26.8.23 

あれから２９年！長尾の町も大きく変りました。 

  ぬくもり伝える「かわら版」 ～ながお町自治会紙 第１００号によせて ～ 

 お祝いメッセージ   高武 北区長 

◆<上上津>石 井 八重子さん[91才]H26.8.11 

◆<下宅原>馬 場 とよ子さん[95才]H26.7.19 

◆<下上津> 森  晶 子さん[75才]H26.7.22 

         昭和６０年７月に発行さ 

        れた第１号「長尾町自治会 

        だより」から「ながお町か 

        わら版」へと衣替え、回を 

        重ねて１００号の発行おめ 

        でとうございます。そして
ありがとうございます。大西編集長をはじめ、
編集委員の皆様のご苦労に敬意を表します。 

 メディア多様化の中で、町内の身近な話題を軽
妙なタッチの文章と写真で飾り、記事にして届け
て頂く「ながお町かわら版」は“地域と人”“人
と人”をつなぐ暖かいツールとして如何に重要か
１００号の発行に当り再認識しています。   

 今後とも鳥の目で広く長尾町を視た情報、そし
て虫の目で細やかに人の暮らしを視たはなし、織
り交ぜて素敵な「ながお町かわら版」を届け続け
て下さい。    長尾町自治会長 冨井昭博 

１号～３号 当時は、団地開発・土地改良 

事業など町づくり事業の最中でした。 

カエルさん めだかがいっぱい 

                              日頃から、町を挙げて北区 

        の発展にお力添えいただきあ 

                             りがとうございます。 

                             さて今回「長尾町自治会 

       紙」が１００号という区切り 

       を迎えるとお聞きし、心から 

       お祝い申し上げるとともに、 

       敬意を表する次第です。第１
号が、昭和６０年旧長尾出張所に編集部をお
いて「自治会だより」として創刊以来２９年、
編集委員の皆様方のご苦労は並大抵のもので 

整備された池 

        昭和６０年「自治会だより」 

       として発行。平成１５年１０月 

       に編集の体制が大幅に見直され 

      「ながお町かわら版」にリニュー 

       アル。既に、２９年の歴史を刻 

       んできました。わが古里も大き 

       く装いを変えてきました。
ニュータウン、大型商業施設のオープン等で、
隣近所の繋がりが希薄になってきたのでは？地
球温暖化に伴う異常気象等、災害に備え、ます
ます地域の連携が重要となります。かわら版が
「絆」を深める一助になればと願いつつ！    

                Ｋ,oonishi 

神戸トヨペット㈱が、グリーン
キャンペーンの一環として８月
２２日から２日間、今年は長尾
幼稚園の池を整備されました。
池の周りは芝生が植えられ素晴
らしい環境が整いました。池の
中では最近では見かけることが
少なくなっためだかがいっぱい。
園児たちも元気に、カエルを探
したり、めだかを数えたり、楽
しそうにはしゃいでいました。 

北区長 高武 秀年 

 第１号は昭和６０年７月「長尾町自治会だ 

より」として発行。ガリ版印刷で手書きでし 

た。故 谷口良雄さんが新たに長尾町自治会長 

に就任されています。この年は長尾村が神戸 

市に合併して３０年目となり様々な行事が合併３０周年記念と
して行われています。第１回納涼カラオケ大会、第１回町民運
動会など、当時の人口は２２２０名で長尾小学校の児童数は１
８０名〔上津台の入校は平成１２年度から〕でした。大きく変貌して
いく町の様子がよく現れています。 

 自治会が発行する情報紙〔かわら版〕は、「ひょうご」「Ｋ
ＯＢＥ」など行政情報にはない”地域の絆”を深めるきめ細か
な、情報を発信する役割が期待されているとともに、そこに存
在意義があるのではないでしょうか？素人集団の編集であり未
熟な所は多々ありますが、今後も、少子高齢化が進む長尾町の
将来が、より明るく元気で、活力に満ちた町になることを願い
ながら「号」を重ねていきたいものです。 

 今も昔も変らず 

長尾三叉路の時計 

 男子小学生が坂道を、時速２０～３０㌔程度で走行中、歩行中の女
性と正面衝突。相手の女性は跳ね飛ばされて頭の骨を折るなどして病
院に搬送されたが、いまだに意識が戻らない。 
 <平成２０年９月２２日午後６時２０分頃> 

しっかり守って事故を防止！ 

自転車は車道が原則、歩道は例外 車道は左側を通行 

歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行 安全ルールを守る 

子供はヘルメットを着用 有馬警察書よりの情報 

はないはずです。 

 昭和６０年といいますとバブル直前の好景気に
日本中が沸き立っていた頃で、神戸市でもユニ
バーシアード神戸大会などが開催され、市民とし
ては忘れられない年でもありますが、むしろ阪神
タイガースが日本一に輝いた年として記憶する方
も多いかもしれません。長尾町のチームワークの
源として、末永く「ながお町かわら版」が継続し、
皆様方がいつまでもお元気で活躍されることを祈
念して、私の挨拶とさせていただきます。 

 秋の交通安全運動<９/２１～３０>長尾町では事故も無く終りまし 

たが、最近各地で自転車による事故が多発しています。だれでも容易
に加害者、被害者になる可能性がありできれば保険の加入も検討した
いものです。 



－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

〔９月７日〕 

消 防 支 団 

〔９月９日〕 
〔９月１３日〕 

《団体戦》     ﾈｯﾄ 

 優 勝 下宅原  220.2   

 準優勝 有 井  221.6   

 ３ 位 岡    228.4 

 

《シニア》         ﾈｯﾄ 

 優 勝 上元哲滋〔下宅原〕70.8 

 準優勝 大北健一〔有 井〕73.6  

 ３ 位 河脇 進〔有 井〕73.6 
  <隠しホール、個人戦と別設定> 個人戦優勝 

  冨井昭博さん 

シニアの部優勝 

 上元哲滋さん 

〔９月１５日〕 

《個人戦》         ﾈｯﾄ 

 優 勝 冨井昭博〔上上津〕71.8   

 準優勝 上元哲滋〔下宅原〕72   

 ３ 位 大北健一〔有 井〕72.4 

 今年も、「敬老の日」に合せて自治会より、当日で満７５歳以
上になられた２６８名の方に、お祝いの品とメッセージを送らせ
て頂きました。内１００歳以上の方は３名で、最高齢は１０５歳
の方です。※満７５歳以上の方、昭和６０年は１２７名でした。 

 爽やかな秋晴れのもと、３５回目の「町
民ゴルフ大会」が北神戸ゴルフ場で開催さ
れました。地元６７名、ゲスト９９名の１
６６名が参加して賑やかに楽しいプレーを
繰り広げました。 

 プレー後の表彰式・懇親会はプレー談義
に花が咲き、和やかな雰囲気の中で行なわ
れました。団体戦は過去最多優勝の下宅原
が４年振りに優勝、いかんなく実力を発揮
しました。全面的に協力頂いた、北神戸ゴ
ルフ場、地元企業他関係者のみなさんあり
がとうございました。 

ナイスパット 

表彰式と懇親会 

 ８月に広島で発生した集中豪雨での土石流による甚大な被害。京都北部、三重県、更には北海道でも発令
された「大雨特別警報」の連発！ 
 貴方は大丈夫？災害発生に備えた準備はできていますか？他人事ではありませんヨ！ 
  ８月１０日の台風１１号に伴う大雨では、長尾町も床下浸水１件の他、河川土手の崩れ、田んぼの法面
崩れなど多数の被害が発生しました。  

8月10日 大幅に水量が増えた長尾川 

 〔下宅原地区北向橋より上流方向〕 

8月10日 土砂崩れ発生 岩谷川 

 全戸に配布されている「くらしの防災ガイド」今一度、よく読んで見て
下さい。長尾町内にも「土砂災害警戒区域」「地すべり」地域が指定され
ています。”避難準備情報”“避難勧告”“避難指示”が出たらどう行動
すればいいの？貴方はどこの避難所へいくの？その情報はどんな方法で伝
わってくるの？などなど・・・・一度家族で話し合って下さい。 

 特に、危険が迫ってきたら、まず自分の命を守ることを第一に！安全な
所に避難、２階に上がる、斜面から離れるなど、近所の人達とも助け合い
安全の確保を！ 
※「くらしの防災ガイド」平成26年保存版なくされた方、多少は長尾連絡所にあります。 

※新たに作成された「土砂災害発生」保存版を添付します。「くらしの防災ガイド」と  

 一緒に、家族の方が見やすい場所に保管して下さい、 

〔９月２０日〕 

 今回は、ふれまち福祉部会・民児協のボランティアのみなさん
による敬老の日特別メニュー「赤飯御膳」が準備されました。 

 参加者５２名が真心のこもった美味しい 

料理に舌鼓！食事の後、冨井自治会長によ 

る「敬老の日」に当ってのお話がありまし 

た。健康のための３要素・・・運動、栄養、 

社会参加・・運動不足が要介護につながる。 

何もしていない人の危険度を１００%とす 

れば運動、栄養３２%減、社会参加５１% 

減。～～今から即 実行！ヨシ～～ 赤飯御膳 

 長尾でぽかぽかハートがはじまって１０年になり 

ます。この度、９月９日に神戸市福祉大会で育児支 

援の功績が認められ市長表彰をいただきました！ 

 毎月第２金曜日、福祉センターにて元気な子ども 

たち〔就園前〕とママたちで楽しい時間を過ごして 

           います。みんなで親子ふれ 

           あい遊びや体操をしたり、 

           絵本を見たり…クリスマス 

           にはサンタさんも来てくれ 

           ます！ながおふれあいねっとでも活動の様 

           子を見ていただけます！いつでも遊びにい 

           らしてくださいね～ 

    北神戸女性会が暑さ対策の為に 

   運動会を体育館で行うようにって 

  今年で４年目になります。支会対抗 

 種目は４つあり、北神長尾支会は玉入 

 れで優勝、綱引きで準優勝を勝ち取り 

ました。ＪＡ北神長尾支店にカップを展 

示していますので、是非見てください。 

 一方会員の高齢化及び減少等将来に対 

する不安もあります。その中においても 

会員の皆様が、現在持っている力を精一 

杯出して頑張っています。しかし若い力 

が加わればもっと素晴らしい会になりま 

す。どうか若い力を貸して下さい！！ 

心よりお待ちしています。 

  ファイト！ 

 すでに１０年前から兄の勝也さんが、下上津でイ 

チゴ農家をされています。そのイチゴは大変におい 

しく、地域で大人気です。 

 修司さんは、大阪で会社員をされていましたが、 

家族で下上津に移り住み、兄のイチゴを手伝いなが 

ら、米作り農家を始められました。「今年は山田錦 

２反とヒノヒカリ２反ですが、初めての作付けで、 

米の成長を大変気にかけた。」と言われました。 

また、修司さんは農業と共に地域の活動にも積極的に取り組まれ、  
神楽保存会にも参加されています。年々、高齢化が進む神楽保存  

会も植田さんから元気印をもらいました。  

表彰状 

 神楽練習中の 

植田修司〔33才〕さん 

お遊びに夢中！ 

 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。 女性の方や事業所からの入団
もお待しています！ 

＊長尾支団への入団要件は、長尾町・鹿の子台・上津台・赤松台
に居住または勤務する１８才以上の健康な方です。 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/ 

～ 長尾の秋を撮ってみました！～ 

みどりもち〔下上津〕 いまではめずらしい稲木〔有井〕 

彼岸花とコスモス 

  〔有井〕 

頑張れ！長尾 

お疲れ様でした。 

 久々の元気印です。今年から本格
的な米作り農家を始められました。
植田修司さんです。神楽保存会にも
参加、獅子を舞います。 

http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/

