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平成２７年 ４月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・４月１８日〔土〕・５月１６日〔土〕・６月２０日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

編集後記 
お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H27.1.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇長尾町遺族戦没者慰霊法要  松林寺 

  ４月１１日〔土〕 
 
◇統一地方選挙 《長尾町の投票所は長尾幼稚園》 

  ４月１２日〔日〕 

 
◇学苑施設見学と八重桜花見開放  〔岩谷〕  

  武庫川学院北摂キャンパス丹嶺学苑研修センター 
   ４月２７日〔月〕２８日〔火〕３０日〔木〕 
   ５月１日〔金〕  ４日間 

    ※行かれた時は事務所に声をかけて下さい 
 
 

   

◇第６回 長尾ｵｰﾌﾟﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 

  ４月２６日〔日〕 長尾町公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

 
◇第４２回 きたきたまつり ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

  ５月１６日〔土〕 
 

【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 

題字： 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。 

◆<岩 谷>藤 井 正 子さん[75才]H27.2.13 

◆<下上津>安 井 つるゑさん[105才]H27.2.20 

◆<下上津>福 田 町 江さん[84才]H27.1.15 

◆<下上津>坂 本 多喜子さん[84才]H27.1.27 

新自治会長挨拶 

《岡自治会長》 

 

 このたび、谷口自治会長の後任として、岡地区の自治会
長を務めます岡博文です。昨今は長尾町をめぐる情勢や環
境の変化が非常に早くなっていると感じています。この変
化に対応した、だれもが住み続けたい長尾町を目指して、
課題を一つ一つ解決していきたいと思います。まだまだ若
輩の身でありますが、皆様のご指導ご協力を頂いて、とも
に頑張りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

い致します。               岡 博文 

《有井自治会長》 

 

 この度、桂正弘前会長のご勇退により、その後任として
有井地区自治会長を務めることになりました。立派なご功
績を残されました前会長のような働きは到底できませんが、
諸先輩方のご指導ご鞭撻と地区役員の皆様方のお支えを頂
きながら職責を全うしてまいる所存でございます。地域に
お住まいの皆様方が健やかに、安全で安心して暮らせるよ
う微力ながら少しでもお役に立てればと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。  

                   大苗代真弘 
【三田市総合文化センター】 

(現在東京芸術大学作曲科３年生) 

 ３月２６日岡地区の山中麻鈴さんと、京都市立 

芸術大学の玉木俊太さん河村真央さんと三人のコ 

ンサートが開かれました。ショッキングピンクの 

ドレスで登場した麻鈴さん。自身作曲の演奏が始 

まると、会場は力強いピアノの音色に包まれまし 

た。アンコールを含み６曲を演奏。 

 終了後「小さい頃からお世話になった地域の方々に、沢山お越
し頂き幸せに思いました。改めて地元パワーを感じ、また精進致
します。ありがとうございました。」とコメントされました。 

 今後の更なる活躍に期待したいですね！ 

今後の事業予定 
★お父さんの料理教室   ⇒ 終 了 
★懐かしの映画鑑賞    ⇒ 終 了 
★パソコン教室      ⇒ 終 了 
★茶 話 会       ⇒ 民児協継続検討中 
★ケーキ・お菓子作り   ⇒ 婦人会で再開見通 
★料理ボランティア 
      養成料理教室 ⇒ 婦人会で再開見通 
★ホームページの維持管理 ⇒ 管理人継続依頼中 

       桜が咲き、長尾町自治会、各種 

      団体も体制が替わりました。新し 

      く自治会長になられた４名の方に 

      は早速ご挨拶をいただきありがと 

      うございました。新体制のもと、 

      新たな行事などが増えるのでは、
と期待しています。同じ町内にいながら、自身
の集落以外の事は分からないものです。他集落
の動きをこのかわら版でご覧下さい。今年度も
町内の話題を求めて走り回ります。その際はよ
ろしくお願いします。                        N.shiotani 

    

 平成21年度にスタートした県民交流広場事業は、
所定の5年間＋αの期間を経た後、27年3月をもっ
て終止符をうちました。それぞれの事業は所定の目
的を果し、使命を終えました。今後は、民生児童協
議会他に継続を検討して頂いているところです。  
 スタッフとして活躍いただいた方々、ご参加のみ
なさん、6年間ありがとうございました。  

            ふれまち協 三谷恭三 

《上上津自治会長》 

 

 このたび、上上津自治会の新会長に選任されました奥町
收です。私のような新参者が大役をおおせつかってよいも
のか悩みましたが、お世話になった町内のため多少なりと
も貢献できればと思い、お受け致しました。若輩者ではあ
りますが皆様と一緒に長尾町を住み良い町にしていきたい
と思っています。先輩自治会長さま、町内の皆様、より一
層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。簡単
ではありますが就任の挨拶とさせて頂きます。                                   

                    奥町 收 

  今年度、長尾町自治会の体制が決まりました。神戸市合併６０周年を記念して「健康寿命延伸の
まち長尾町」を目指し様々な行事を計画しています。是非、ご参加をお願い致します。 

            ====  健康のための三要素は運動、栄養、社会参加！      ==== 
     【新体制】 

     自治会長 冨井 昭博〔留任〕上上津     理事 大江 重治〔留任〕下上津 

       副会長 山谷 副就〔留任〕下宅原     理事 小家 義則〔新任〕豊浦 

        理事 大西 莞爾〔留任〕岩谷      理事 大苗代真弘〔新任〕有井 

        理事 奥町 收 〔新任〕上上津     理事 岡 博文 〔新任〕岡 

北区副区長  

 荒田 浩  〔行財政局担当部長〕 

長尾連絡所長 

 森 隆   〔兵庫区まちづくり推進部〕 

市外国語大学事務局 

 徳永 康裕 〔長尾連絡所長〕 

退職  

 首藤 容久 〔長尾連絡所〕 

長尾児童館館長 

 田中 英樹 〔塩谷小学校長〕 

長田細田児童館指導員 

 田中 美紀 〔長尾児童館館長〕  

神戸市合併６０周年記念 

 長尾簡易郵便局が３月末をもって 

業務を終了しました。 

業務終了のお知らせ 

今年は、２名の新１年生が長尾小学校に入
学します。地域のみなさんの暖かい見守り
をお願いします。 

 

 今から６０年前、神戸市に合併した昭和
３０年の児童数は全校２４９名でした。そ
の時の新１年生は５１名〔昭和２３年生ま
れ〕でした。時代の流れですかね？ 

《豊浦自治会長》 

 

 此の度、豊浦地区の自治会長を務めさせていただく事に
なりました。当地区でも、後継者不在により空き家が出て
まいりました。防犯、防火面からの見回り強化を要します。
大雨災害への警戒等を課題と捉えています。少子、高齢化
が進み、自治会の維持も課題です。小規模地区だけに、事
情はより切迫しております。地区全員の自助、共助で解決
していかなければなりません。元および前自治会長の先輩
方はじめ皆さまのご支援、ご協力を得て、自治会活動の継
続的発展を進めてまいりたいと思っています。よろしくお

願い申し上げます。          小家 義則 

 ※神戸市及び社会福祉協議会の 

  長尾町関係分抜粋。 

１名 １名 

http://flowerillust.com/html/sakura/sakura0079.html
http://flowerillust.com/html/sakura/sakura0079.html
http://flowerillust.com/html/sakura/sakura0012.html


－２－ 

〔３月２４日〕 

〔２月２１日〕 

●赤松台 めんたいﾊﾟｰｸｵｰﾌﾟﾝ  ３月１３日 

かねふくの明太子づくりの、こだわりを目の前で見学できます。 

〔１月１９日〕 

〔１月１５日〕 

 上上津自治会 伊勢まいり  ２月８～９日 ２１名参加 

    神戸市婦人団体協議会主催「春の音楽祭」に初参加しま 

  した。当長尾地域福祉センターで毎月２回練習を続けている 

 コーラス同好会が、３月１２日神戸文化ホールの舞台で歌いま 

 した。昨年１２月に参加グループの募集があり、思い切って先 

 生に相談したところ「素晴らしいチャンスだから出よう」との
事。１月より熱の入った練習が始まりました。２月からは毎週の
練習となり、舞台衣装作り、緊張の連続で頑張りました。出場
チームは各区合せて１４組、北区は長尾〔めありぽぴんず〕だけ
でした。当チームのメンバーが少ないため、先生の紹介による応
援も頂き大きな舞台にたてました。曲目は「逢えてよかったね」
「いい日旅立ち」の２曲です。翌日婦人団体協議会事務局から
「とても良かった」とお褒めの電話を頂き、歌詞を暗符する大変
さも忘れ、素晴ら 

しい思い出となり 

ました。先生を始 

め皆様方にお礼を 

申し上げます。 

恒例の恵方(西南西)初詣、淡路～阿波日帰り旅を実施しました。
当日は朝から天候に恵まれず雨の中の出発でしたが、バスの中は
４３名の参加者が日帰り旅行に心を弾ませていました。今年は高
砂神社、いざなぎ神社(淡路)、大麻比古神社（阿波）の三社を参
拝しました。いざなぎ神社を訪れた頃(16時過ぎ)には雨も止んで
おり、また、幸運にも神社の餅まきに遭遇しました。全員が餅ま
きに参加し、楽しい一時を過ごしました。撒かれた餅には賞札が
付いており、３等(スコップ) １名、６等(軍手)４名が当りました。 

縁起のいい、思い出に残る旅行になりました。 

〔３月１２日〕 

神戸文化ホール大舞台での熱唱 「めありぽぴんず」の皆さん 

いざなぎ神宮 高砂神社 大麻比古神社 

 有井自治会 有田クエフルコース ２月１５日 １９名参加 

 岡自治会 北陸山代温泉   ３月８～９日 ２２名参加 

 下上津自治会 お花見会 熊野神社横の広場 ４月１１日 

 豊浦自治会  越前の街道をゆく   ４月１２～１３日 

 下宅原自治会 天橋立、伊根舟屋   ４月１９日 

 ２月２１日、上上津地区で防災福祉コミュニティーの訓練を行
いました。３０名が参加し、神戸市水道局北神戸ポンプ場で、水
道局職員の指導による被災時の自主的な応急給水活動のための仮
設給水栓の組み立て訓練、また消防団の指導によるＡＥＤを使用
した心肺蘇生方法の訓練を受けました。 

仮設給水栓の組み立て ＡＥＤによる心肺蘇生訓練 

 マスコミでは、認知症・認知障害・MCIなどの用語が踊っており
ます。中には３人に１人がヤバいと警鐘を鳴らす雑誌もあります。 

２６年度長尾町が重点的地域の指定を受けて、市役所・民生委員・
地域包括支援センターなど行政側と自治会が協力し、高齢者精神疾
患の予防検討、発生した場合の処置等を検討してきました。 

 目玉は２６年１月１９日に、有馬高原病院の松井医師を招聘して
開催した勉強会です。医師お薦めの対策は：①生活習慣の見直し、
②他人による早めの発見、③医師による処方と投薬とのことでした。 

中でも、食生活、運動、単調でない 

生活等が脳の活性化につながるので、 

①生活習慣の見直しが大切です。それ 

らのプログラム化、さらに、単調でな 

い生活を実現するための場として長尾 

各地区集会所を活用するアイディアの 

検討もスタートしました。失敗を恐れ 

ずやってまいりましょう。 

 

== 生活習慣の見直しが大切！ == 

今後の課題について意見交換 

〔２月２５日〕 

     今年もゲストティーチャーとして長尾小学校３年生の子
供たちへ獅子舞神楽のお話をしてきました。児童の数が増えたので
今年はアリーナ〔体育館〕での開催となり、１８０名の子供たちか
らの熱心な質問〔難問？〕に熱心に答えてきました。また、廊下で
出会った４年生らしき子供たちからは「獅子舞いの大江さんや」と

声をかけてもらいました。     下上津自治会長 大江重治 

 他にも、フード
コーナー、めんた
いランドがありま
す。  

 一度、見学にい
かれてはどうです
か？ 

 １月１８日、長尾児童館の事業として、「とんど」が長尾町公園グ
ラウンドで行われました。長尾小学校の親子を対象に、自治会や福寿
会、消防団、北神戸中の「たすけ隊」も協力し、約１００人が大きな
「とんど」の火を囲み、楽しく伝統行事を体験しました。なお、１月
１４日には岩谷市民公園、大歳神社境内でも「とんど」が行われ、正 

             月飾りや書初めを燃やし無病息災、五穀 

             豊穣を祈りました。 

〔１月１８日〕 

舞台一杯に入りきれない１５７名の卒業生 

一人一人が恩師にお礼の挨拶 

 春とはいえ肌寒かった 

３月２４日、長尾小学校 

から１５７名〔長尾町４ 

名〕の卒業生が巣立って 

いきました。卒業証書の 

授与では一人一人が夢を 

語り、同時にプロジェク 

ターに１年生入学時の写 

真が大写しとなり成長著しいことが伺えました。 

校長先生の送る言葉で、オリンピック女子マラ 

ソンで活躍された有森裕子さんの努力について 

話され、「念ずれば花開く」思いを大切に精一 

杯ガンバレ！また、湯田ＰＴＡ会長からは、こ 

れからも皆さんを「怒ります。挨拶します。助 

けます。みんな見守っています」「たくさんの 

出会いが皆さんを大きくしてくれます」厳粛な 

中にも暖かい雰囲気での卒業式となりました。 

 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。 父兄、恩師、地域の人達の 

アーチをくぐって 

長尾町公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 大歳神社境内 岩谷市民公園 

第一分団長   辻 敦之 

第二分団長   片山 勝志 

第三分団長   大北 隆將 

第三分団２班  山本 勝司（副分団長） 

第四分団長   赤井 一隆 

 

よろしくお願いします。 

北消防団 長尾支団 

※北消防団長尾支団のホームページ 

⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

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

