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平成２７年 １月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１月１７日〔土〕・２月２１日〔土〕・３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 ⇒ ２月８日〔日〕  

・ケーキ・お菓子作り ⇒ ２月１２日〔木〕          

・パソコン教室 ⇒ 毎月第２・第４木曜日 ・お父さんの料理教室 ⇒ ２月７日〔土〕 

・懐かしの映画鑑賞 ⇒ １月２３日〔金〕 

編集後記 
お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H26.10.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇北区新年のつどい １月 ９日〔金〕 北振協議会 
      すずらんホール 
 
 
◇多聞寺 毘沙門天大祭 １月１３日〔火〕 
 
 
◇初詣・淡路～阿波日帰りの旅  福寿会 
          １月１５日〔木〕 
 
 
◇左義長〔とんど〕 １月１８日〔日〕 父親クラブ 
      長尾町公園 
 
 
◇熊野神社厄除大祭 １月１９日〔月〕 
 

◇長尾町新春の集い １月２１日〔水〕 自治会 

      北神戸ゴルフ場 
 
 

◆<    岡 >馬 場 千 里さん[70才]H26.11.22 

◆<上上津>今 西 康 人さん[82才]H26.11.14 

   長尾町自治会長 冨井昭博 

【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 

冨井自治会長 

 長尾町で１５名が 
新成人となられます。 

“今できる みんなで未来の助け合い” 

題字： １０１号を記念し、長尾ふれまち協 書道同好会の方に書いていただきました。 

          新年明けましておめでと
う 

         ございます。 

          長尾町の皆様には輝かし
い 

         平成２７年・未歳の新年を
ご 

         家族お揃いでお迎えになっ
た 

         こととお喜び申し上げます。 

          平素から自治会活動に何
かとご支援ご協力を賜り、心から感謝致します
と共に厚くお礼申し上げます。今年は長尾町が
神戸市に合併して６０年、節目の年に当ります。
皆様方のご協力を頂き、役員一同安全・安心そ
して住み良い街づくりに努めて参る所存でござ
います。今年も変わりませず宜しくお願い申し
上げます。 

 地方の再生・創生が声高に叫ばれています。
孔子の言葉に「近者説〔よろこび〕遠者来」があ
りますが”住みやすい街には遠い所からでも人
が寄ってくる”そんな長尾町にするには、何よ
り私達住民がいきいきと暮らせる街でなくては
なりません。 

 その為には「健康寿命」の延伸が必要です。
健康寿命とは一生涯のうちで「日常的に介護を
必要とせず健康で自立した生活が出来る」期間。
つまり平均寿命から要介護等の期間を引いた期
間のことで、日本人の健康寿命は現在男７０．
４歳、女７３．６歳です。 

 今年は長尾町の神戸市合併６０年、合併時ま
でに生まれた６０歳以上全ての方に健康寿命に
関心をお持ち頂き、誰もが健康でいきいきと暮
らす、 

“健康寿命延伸のまち長尾町”を目指したいと
思います。健康のための三要素は運動、栄養、
社会参加だと言われています。町内各種団体力
を合わせて健康寿命延伸のための施策、行事を
実施いたしますので是非ご参加をお願い致しま
す。 

 終わりに、皆様方のご健勝ご多幸をお祈り申
し上げ年頭のご挨拶とさせて頂きます。 

〔平成６年４月２日～平成７年４月１日にお生まれの方〕 

奥井 志穂 

隅井 大樹 
岩   谷 

上上津 奥町 夏奈 

鶴田 直輝 

松原 加奈 

山田 朋輝 

下上津 善入 ひかり 

江上 裕之 

下浦 悠太 

片山 明日香 

有  井 岡嶋 琴美 

中尾 友人 

岡 山中 杏樹 

山中 麻鈴 

この年の主な出来事 

・村山内閣発足 

・キリン麦酒神戸工場操業開始 

・関西国際空港開港 

・長尾小学校〔当時〕新校舎完成 

・阪神淡路大震災 

・東京地下鉄サリン事件発生 

抱 負 

◆<下上津>石 井  明 さん[80才]H26.10.13 

◆<下上津>下 浦  洋 さん[86才]H26.10.25 

・茶話会 ⇒ 毎月第２・第４金曜日 

 <H26.10.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

     
１名 

《上上津》  

 昨年、最も衝撃的だった書籍は、中公
新書「地方消滅」by 増田寛也。現在の１
７１８市町村のうち２０４０年には８９
６が消滅するというＳＦ以上に恐ろしい
お説。大都市も東京も消滅を迎えて、２
１００年には人口４０００万の国になる
そうな。我が北区も減少するが、消滅に
はいたらない（ホッNo.１）。危機感を
持って再読、三読すると不確かな前提に
も気付く（ホッNo.２ ）。開き直り、老
人がいつまででも仕事ができることだと
考え直して〔ホッNo.３〕。    

        かわら版編集部は各地区代表 

       １名のメンバー他８名から構成 

       され、各地区の出来事を持ち 

       よっています。今年からは各メ 

       ンバーが地区担当に加えて、婦 

       人会、消防支団、福寿会、ふれ
まち協など組織を分担することになりました。
目的は、メンバーの取材に要する負荷を平準化
することや網の目を細かくしてニュースを拾う
ことなどです。果たして効果はあるか、すぐ出
てくるか？乞うご期待      Sho-chan   

 

◆<上上津>三 谷 すみゑさん[91才]H26.12.15 

・大人としての自覚と責任を持ち、頑張ります。〔善入〕 

・大人として感謝を忘れず、一つひとつ責任を持って行動していきたいです。〔江上〕 

・どんな状況でも、自分で考えて行動できる人になりたいです。〔下浦〕 
・仕事でいろんな事を吸収して、スキルアップにつなげて、自分の作ったものでいろんな人を笑顔にしていきたい！       
・自己の責任を持てる大人になりたいです。〔岡嶋〕                         〔片山〕              
・プロセスに拘る人になる。２０１５年秋サークル対抗ダンスバトルで選抜され優勝する。〔中尾〕 

・社会人としての自覚をもち、今よりもっと仕事に専念していきたいと思います。〔中村〕 

・今まで支えてくれた、家族や周囲の方々への感謝の気持ちを忘れず、音楽の力を信じてこれからも頑張ります。 

・いつも周りへの感謝の気持ちを忘れない大人になりたいです。〔山中杏樹〕            〔山中麻鈴〕 

・自分の行動に責任を持ち、明るく楽しく過ごせる様な大人になりたいと思います。〔奥井〕 

・まだまだ頼りないと自覚していますが、これからは大人として何事にも一生懸命頑張りたいと思います。〔隅井〕 

・社会の一員として責任ある行動を取り、何事にも前向きに明るく接し、頑張って行きたいと思っています。〔奥町〕 

・大人として責任のある行動をとれるように励みます。〔鶴田〕 

・二十歳の節目を迎えて、立派な社会人として、将来は社会に貢献出来る医療人になります。〔松原〕  

・大人として、社会人として、社会に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。〔山田〕 

豊 浦 中村 綾夏 

フェニックス共済 

〔公財〕兵庫県住宅再建共済基金 

              ℡ 078-361-8714 小林 

http://4.bp.blogspot.com/-ECCQcBKkWmM/UZRBYwt1mhI/AAAAAAAASks/k0IvOnXt1Bg/s800/seijinshiki_couple.png
http://www.19950117hyogo.jp/
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〔１０月２６日〕 

〔１１月７日〕 

 長尾婦人会が地域活動賞を受賞 

 岩谷自治会 香住カニ満腹ツアー １１月３０日２０名参加  

 雲一つなく澄み切った秋晴れの 

下、町民約６００名が参加 し、日 

頃の運動不足を解消すべく、各種 

目で熱戦を展開し、いい汗をかき 

ました。 

 特に、地 区対抗種目ではそれぞれ

地区毎の工夫を凝らした応援合戦にも
熱が入り熱い戦いとなりました。今年
は、岩谷地区の６連覇を上上津地区が
阻止し、見事ダントツの成績で優勝し
ました。老若男女が競技種目以外でも
テントの周りなどで懇親を図るなど、
有意義な時間を過せたのではないで
しょうか？準備等で協力して頂いた体
育委員、長尾連絡所、婦人会、福寿会、
消防支団、民児協等のみなさんありが
とうございました。 

 ◎優 勝 上上津地区  

 ◎準優勝 岡地区  

 ◎３ 位 豊浦地区  

 

 地区対抗リレー決勝 

 全員での大玉運び 

 大人ＶＳ小学生 玉入れ競争 

●上津台５丁目に温浴場オープン １２月３０日 

12月21日(日)、23日(火)、福寿会のメ
ンバーが先生となって、「しめ縄作り教
室」が開催されました。21日は長尾町児
童会館にて、長尾小学校区の保護者が子供
達と共に参加し、１１家族２９名がしめ縄
作りに挑戦して、何とか「我が家のしめ
縄」を作り上げました。23日は長尾町福
祉センターにて、おじいさん達１６名が各
自の「しめ縄」と共に、各地区の神社のし
め縄を「慣れた手つき？」で作り上げまし
た。「縄をなう」ことのない現代人にとっ
て、しめ縄作りは予想以上の苦労でした。
しかし、日本のすばらしい伝統をより身近
に感じた一時でもありました。 

１１月２３日（日）松林寺にて二十三世興法
敏浩和尚の晋山江湖会が行われました。秋のさ
わやかな朝日の中、稚児行列で始まり、晋山式
（住職の就任式）、晋山開堂、説法・問答と続
き、全ての法要が厳粛に行われました。 

法要は僧侶３０名余によって営まれ、来賓・
壇信徒約１２０名が参拝しました。  

参拝者にとっては、滅多に会えない勝縁であ
り、心に残る一日でした。 

〔１１月２３日〕 

 稚児行列 

 説法・問答 

        秋の叙勲において、北消防団長尾支団相談役 

       （前・北消防団長尾支団長）山谷 副就さん（長尾 

       町下宅原地区・68歳）が、「瑞宝単光章」を受章さ 

       れました。山谷 副就さんは、３０年の長きにわた 

       り、長尾町の消防団員として、住民の生命、身体及 

       び財産を火災等の災害から防御するとともに、消防 

       団の充実強化、近代化に尽力されてきました。長年 

       にわたるご功績とご努力に感謝と敬意を表し、この
度の栄えある受章をお祝い申しあげます。 

〔１２月２１・２３日〕 

１１月１２日 

【地域活動賞】生活環境や地域福祉の向上、社会教育の分野な
どで地域に貢献している団体に神戸市長より贈られる賞です。 

〔１１月２４日〕 

           大沢町主催の「ふれあいエコハイキン 

          グ」に５町ウォークが共催させて頂いた今 

          回のイベント、地域内・外の参加者も含め 

          約２００名の方が参加されました。長尾町 

          からは１５名が参加しました。心配されて  

          いた天候にも恵まれ、途中では汗ばむほど 

          でした。おおぞうの自然・晩秋の里山を満
喫しました。お昼は、「神戸らしい眺望景観５０選・１０選」の１
０選の一つに選定されている”光山寺”で 

 ｺｰｽｶﾞｲﾄﾞに聞き入る 

素晴らしい景観を望みながら、婦人会のみ
なさんによる「豚汁」「ぜんざい」をいた
だきました。是非、みなさんも機会があれ
ば“光山寺”からの３６０度？の眺望を眺
められては如何ですか、一見の価値ありで
す。お世話して頂いた大沢町のみなさんあ
りがとうございました。  黄葉した大銀杏の下で！ 

〔１２月２１日〕 

 吟湯  湯治  聚落〔ぎんとう  とうじ  しゅうらく〕  

 中庭を取り囲むように配置された建物は内部が古民家風の趣きで、大浴場・露
天風呂・サウナの他、岩盤浴等の多種のお風呂が楽しめる。また、食事処では有
名ホテルの元シェフによる和食・中華料理が味わえるそうです。 

       料金大人：８５０円 小人：４００円、岩盤浴は別料金 

  

●三田ボウリングセンターリニューアルオープン       
 【 AREA-Do エリア-ドゥ】  １２月２０日 

 今年も総勢４５０人の餅つき大会、天候に恵 

まれ冬晴れのもと賑やかに行われました。もち 

米６０ｋｇが、ぜんざい、きな粉 

餅、おろし餅になり、みんなのお 

腹に入りました。北神戸中学「助 

け隊」の皆さんにも手伝って頂き 

ました。全面的に協力していただ 

いた、ふれまち協のみなさんあり 

がとうございました。 

主催・長尾ふれまち協、長尾児童館子育てコミュ、長尾児童館 

 長尾支団では、２６年１０月１日付けで有馬高原病 

院職員の丸谷智康さん、市野真也さんの２名を第四分 

団員（岩谷地区）としてお迎えしました。これは、有 

馬高原病院の「事業所も地域の一員」とのお考えから 

の積極的なご支援により実現したもので、事業所を代表しての入
団は長尾支団では初めてとなります。また、上津台をはじめ管内
に転入して来られた方々の在籍も６名となりました。今後も広く
地域の皆様にご理解を求め、入団促進に努めてまいります。よろ
しくお願いいたします。 

 ⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

   県民交流広場事業でお父さんの料理教室・料理ボラン 

  ティア養成料理講座・ケーキ作り教室は婦人会がお世話係 

 りとなっています。献立・材料の調達・参加人数の確保など 

 に頑張ってきました。事業を続けることの大変さを痛感しま  

 した。特に参加者の協力なしでは何も出来ません。この事業
に取り組んだおかげで、調理室の改築・器具備品も揃っていま
す。２７年度からの活動内容は変ると思いますが、料理教室や
ケーキ作り教室等は今までのように、楽しく続けていけたらと
思っています。皆様方のご協力をお願いします。そこで、１２
月１３日の料理教室の献立を紹介します。「ロースト 

ビーフがメインでサラダ・スープ・栗きんとん・里芋 

の揚げだし・はんぺんとゆで卵巻き」と豪華メニュー 

で、ディナーショー気分で楽しい食事会となりました。 
 しんさん ごうこえ 

 下宅原婦人部 箕面紅葉・美食旅 １２月７日 １６名参加 

 上上津ひまわり会 永平寺参拝  １１月１３日１８名参加 

 旧アサヒボールが、エリアードゥ三田ボウリングセンターとなってグランド
オープンしました。最新のコンピューターでスムーズに、エレベーターで楽々移
動、キレイになって！便利になったボウリング場。一度、腕試ししませんか？ 

 釜戸で 

もち米蒸し中！ 

ベッタンベッタン 

頑張れお父さん 

21日 なかなかうまくい  

 きません。難しいな！ 

23日 おじいさんも苦戦中！ 

  山谷副就さん 

〔やまたにすけなり〕 

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

