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平成２７年 ７月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・７月１８日〔土〕・８月１５日〔土〕・９月１９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。 

 <H27.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇７月１９日〔日〕 

 防災福祉コミュニティー・消防支団夏季合同訓練 

                 長尾町公園 

 

◇７月２０日〔月〕 

 青少協 グリーンゴルフ大会 北神戸ゴルフ場 

 

◇７月２４日〔金〕 

 各種団体連絡会 長尾地域福祉センター 

   

 
◇８月３０日〔日〕 
 道路・河川愛護デー 町内全域 
   
 
   

◇９月６日〔日〕 
 町民ゴルフ大会 北神戸ゴルフ場 
   
 

【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。 

◆<上上津>石 井 操 子さん[102才]H27.4.14 

◆<有 井>川 端 笑 子さん[100才]H27.4.28 

 田辺眞人 氏  

◎と き：平成２７年８月９日〔日〕 
      午後２時５０分 ～  
 
◎ところ：長尾地域福祉センター 
      ２階 大会議室 
 
◎参加費： 無 料 
 
◎申込み：平成２７年７月２９日〔水〕迄 
     各地区の自治会長へお申込み下さい 

◆<下宅原>竹 田 利 夫さん[72才]H27.5.18 

◆<下宅原>北ノ上 ミ スさん[99才]H27.5.25 

 長尾町は昭和３０年〔1955年〕１０月１５日神戸市に合併して今年は６０周年に当ります。この
節目の年に私達の地域の歴史をひもとき、そして新しい長尾町を築いていくために「歴史に学び、
未来を開く”温故知新”事業」を実施することになりました。ふるってご参加いただきますようお
願い致します。 

 <H27.1.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

１名 

《有 井》  

            下宅原地区の馬場 

           良實さんが最近めず 

           らしくなったモリア 

           オガエルを見つけ写 

           真を送って下さいま 

           した。アオガエルを 

           代表する種で、名前 

           の通り森に住むカエ
ルで、水辺の樹上に産卵するという奇妙な習
性をもつ青蛙の一種です。卵塊は見た事が
あっても、普段は樹上高く生活しているため、
その姿を見るのは難しいカエル。細かな斑点
を持つものが多いが、緑一色の無地に近いも
のもある。天然記念物として指定している県
もある。下宅原地区王子之宮神社の下で見つ
けたとの事でした。 

体長約６～７ｃｍ 

 児童数の増加に伴い、不足していた教室数解消
の為の工事。３階建の新校舎は、１階図書室、学
童コーナー、普通教室１、２・３階には、それぞ
れ普通教室６が設置される予定です。 

 夏休み中に引越し作業を 

行い２学期より新校舎で楽 

しく学んでほしいですネ 
〔運動場に建てられたプレハブ 

 は夏休みに撤去される予定〕 

 

※平成２７年４月現在の児童数 

      １１６９名 

 ６０年前の町 

人口２，０１３人 
 〔長尾町誌より〕 

  現在の町 

 人口１，３９８人 
〔神戸市データ<H27.5.31>〕 

  ２０年後の町 

 人口１，０００人 
(出生数、死亡者数より推計〕 

 

        いまだあり得たことの無い 

       事象が今回の編集委員会で発 

       生。それは「記事余り」。編 

       集長による委員会の構造改革 

       が実を結び、初めて実現。今 

       号の誌面から弾かれた上上津
健康体操と下上津お花見の記事は、担当委員
が復活を期して内容を洗練させると言ってお
りますので次号にご期待。 

                Ｓ.harui ◆<下宅原>井 隼 寛 二さん[90才]H27.6.21 

◆<上上津>坊ヶ内 年 信さん[91才]H27.6.20 

60年前にﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟして手植えにﾁｬﾚﾝｼﾞ 

 〔今年５月、上上津の田んぼで〕 

  田辺眞人氏のプロフィール 

昭和22年神戸市生れ。県立兵庫高

校から関西学院大学文学部史学科
を卒業、ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ教育省、国立
ﾏｯｾｲ大学に勤務。 

現在は園田学園女子大学名誉教授 

ラジオ関西『田辺眞人のまっこと 

！ラジオ』他に出演中 

●ようやく戦争の傷跡も薄れ、冷蔵庫、 

 洗濯機、テレビが「三種の神器」と 

 もてはやされた。 

●農業が主な産業で町内は山奥の隅々 

 まで水田が耕され農耕は牛が中心で 

 あった。田植えは手植えで近所が助 

 け合い集団で実施。 

●どこの家庭も三世代同居が当たり前 

 じいさんは日向でキセルタバコをく 

 ゆらせ、ばあさんは近所で井戸端会 

 議、うわさ話に夢中！父母は田んぼ 

 で草取り。 

●長尾小学校は児童数２４９名、学校 

 から帰ると草取り、子守の手伝い 

●買物はボンネットバスで三田へ、今 

 晩のおかずは、さばの塩焼きか？ 

 

 みなさんはどんな事が思い浮かびま 

 すか？   エッ生まれてない 

・ 

◇電化製品が溢れかえり、リモコンが 

 そこらじゅうに、テレビは一家に複 

 数台が当たり前、会話が減ったな・・ 

◇タバコ片手に田植え機操作、奥さん 

 が畦で苗運び。子供は家でスマホに 

 に夢中。 

◇主な産業は「サラリーマン」農業は 

 田んぼがあるので仕方なく農業機械 

 の償却などとても無理、でも田んぼ 

 をほっておけないし！ 

◇ＪＲの電化などで大阪、神戸の都市 

 部へは１時間以内ずいぶん便利にな 

 りました。また、大型商業施設のオ 

 ープンで生活も一変。 

◇車社会の到来で近所の付き合いが希 

 薄となりました。高齢化率も４０％ 

 に近ずいてます、災害時等に備えて 

 近所付合いを大切に！ 

◎少子高齢化が進む。 

 

◎農業は？各自では出来なくなり担 

 い手農家や営農組合・法人経営に 

 集約される。 

 

◎村祭りなどの伝統行事は？ 

 

◎神社、お寺は？〔建物維持など〕 

 <アリーナ横に増築された校舎> 

 １階部分は工事用塀に囲まれて 

 います 



－２－ 

〔４月２６日〕 

〔６月２８日〕 

〔６月２４日〕 

〔６月１０日〕 

 満開の八重桜と、つぼみが大きく膨らんだ藤棚のした、雲一つない
青空のもとで第６回長尾オープングラウンドゴルフ大会が行われまし
た。今年のキャッチフレーズ「健康寿命延伸の街“長尾町”」を目指
し参加した約１３０名がプレーに熱中！いい汗かきました。お昼は恒
例となった婦人会の手づくりカレー美味しく頂きました。プレーの合
間にはあちこちでビールを片手に懇談の輪。栄養と運動、社会参加、
健 

            康寿命延伸の三要素を全て満たした有意義 

            な一時となりました。  

神戸市合併60周年記念大会 ナイスショット 美味しかったカレーライス 

 合併６０周年にちなみ２ゲームの得点合計が６０点に一番近かった
３名の方〔59点〕に特別賞として記念品が贈られました。 

 長尾幼稚園の年長、年中園児１００余名が、豊浦地区のレンゲ田を
満喫。近年珍しくなったレンゲ田で、レンゲやタンポポなど植物採集、
蝶や蛙やミツバチなどの生き物観察で歓声を挙げた。 

 殆どの園児が住 

宅街育ちなので、 

田んぼ自体がワン 

ダーランド、生き 

物はスマホ画面か 

ら飛び出てきた妖 

精と言う雰囲気で 

あった。 

 

 長尾町コーラス同好会「めありぽぴんず」が神戸市春の音楽祭で
高く評価された様子は前号でお報らせしたとおりです。その実力の
一端を地元で披露しようとの趣旨で、４月度ふれあい昼食の場を利
用し、同好会のさらに選抜された実 

力派１０名が新調の舞台衣装に身を 

固め、指揮者及び伴奏者をしたがえ 

て、凱旋公演を実施。季節を主題に 

した組曲ではその実力の一端を垣間 

見せ、振り付けつきのてんとう虫の 

サンバでは達者な演技力で芸域の広 

           さをアピー 

           ル。さらに 

           朝ドラ主題歌「麦の唄」を歌唱指導する  

           サービスなど幅広い内容のプログラムで観 

           客を魅了。「いいわねっ」と、同好会への 

           参加を表明する方もいらっしゃった。いき 

           なり舞台は無理かもしれませんが、３軍あ 

           るいは育成選手としてなら採用してもらえ
るかもしれません。やってみなはれ(←この台詞、憶えとるかいね) 

〔４月３０日〕 

  梅雨の晴れ間に行われたグラウンド 

  ゴルフ大会に２組出場し、その内の 

 １組が優勝しました。場所は過去に準 

 優勝したことのある縁起の良い、フル 

ーツフラワーパーク多目的広場でした。 

点数はホールインワンを５回も出し、準 

優勝の支部に大差をつけての勝利でした。 

北神長尾支部は、年はとっていても誰に 

も負けないパワーの凄さに、昼食のカレ 

ーライスの美味しかったことは言うまで 

もありません。優勝カップ等は北神長尾 

支店に飾ってあります。又見にきてくだ 

さいね。お仕事を持っておられる若い方 

、毎日が大変だとは思いますが、楽しい 

事も大いに有る婦人会活動に参加してみませんか？違った世界が
開けますよ。皆様の参加を両手を広げてお待ちしています。 

５月１７日兵庫県文化体育館で、各流派の道場生が
一同に会した第４８回兵庫県空手道選手権大会におい
て、小学３年生男子組手競技の部で、下宅原の巴 波矢

斗さん〔鹿の子台小〕が準優勝しました。〔昨年は、
２年生の部優勝〕８月８日東京武道館で行われる、全
日本空手道連盟主催の全日本少年少女空手道選手権大
会に、兵庫県代表として出場します。波矢斗さんは、
３歳ごろから空手を始め、今はほぼ毎日２時間程度全
国大会出場に向け練習をしています。 

ご健闘を祈ります。  県大会 準優勝 

 巴 波矢斗さん 

 久々の元気印です。  

下宅原の巴 波矢斗〔ともえはやと〕さん 

 下上津、善入大介さんの水田で苗が一本一本手植えされました。  

完全無農薬、有機栽培の循環農法を始められて、３年目になりま 

す。今年は友人８名と家族３名の計１１名で約４反の栽培に取り  

組まれました。「手植えにこだわるのは、大きくて丈夫な苗を一 

本一本植えることで、苗が病気や害 

虫により強くなるのです。それと、 

皆さんが心を込めて植えるのが一番 

ですよ」と妻の紀代さんが説明され 

ました。しかし、一ヶ月後の草取り 

は本当に大変なようです。 

せんせい ちょうちょうがいたヨ！ これは何かな？ 

〔６月１３・１４日〕 

一本一本手植え 

〔４月１８日〕 

Ａチーム優勝しました 

ボールの行方は？ 

 台風や大雨の季節を迎えます。長尾町でも近年、大雨による災
害が多発しています。また外出先で思 

わぬ災害に巻き込まれるかもしれませ 

ん。普段から家族で避難場所や連絡方 

法などを話し合っておくことや、地域 

での防災訓練にも積極的に参加するな 

ど、いざというときに慌てないよう、 

日ごろから意識して防災対策をするこ 

とが大切です。 
※北消防団長尾支団のホームページ 

⇒ http://e-nagao.net/fire/ 

 

 

極楽浄土の宮殿をモデルにした平等院鳳凰堂 天智天皇をまつる近江神宮に参拝 

梅雨の晴れ間をぬって総勢３３名が京都方面へ早苗振旅行に出
かけました。まず始めに昨年改装された宇治の平等院を訪ねまし
た。関白藤原頼道によって父道長の別荘を寺院に改め創建された
もので１万円札と１０円玉の図柄にもなっています。昼食は琵琶
湖畔千松〔せんまつ〕会席料理に舌鼓、大いに盛上りお酒がすす
み会計泣かせとなったのでは？昼食後は近江神宮へ参拝、天智天
皇が日本で始めて日時計を設置した歴史から境内には時計宝物館
がありました。定番のみやげ、今回は東山区の井筒八ッ橋本舗、
両手一杯の土産を手に帰路。楽しい旅となりました。 

昨年８月の大雨で増水した長尾川 

〔下宅原北向橋より上流方向〕 

 地域の防災意識の昂揚と現場対応能力の向上を目的として、６月
２８日、北神戸ポンプ場他で有井・豊浦ブロックの市民を対象とし
た訓練を実施。参加者５０名。内容は、応急給水施設を設置し、給
水を可能とする訓練、土嚢積み訓練と組み立て式担架取扱い訓練お
よび炊き出し訓練からなる。 

 メインは、市水道局の指導による応急給水施設訓練であり、水の
大切さは阪神淡路大震災では実体験として、東日本大震災では映像
で痛切に実感しているので、これには指導する側もされる側も熱が
入った。続く消防団指導による土嚢訓練・担架訓練も、参加者全員
が迫真の意気込みであ 

った。炊き出し訓練で 

は担当部隊の腕を讃え 

つつ、両震災被害者の 

冥福を祈って黙祷を捧 

げた。みなさまお疲れ 

さまでした。 応急給水施設組み立て 簡易担架による搬送 

指揮者による歌唱指導 

素晴らしい歌声に聞惚れ 

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

