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平成２７年１０月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１０月１７日〔土〕・１１月２１日〔土〕・１２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。 

 <H27.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇１０月１１日〔日〕 

 町内４神社 秋祭り 

 

◇１０月１４日〔水〕 

 健康サロンかみこうづ 

  ・午後２時～４時 

  ・上上津集会所 

  ※２ページ記事参照 

 

◇１０月２５日〔日〕 

 第２９回 長尾町民運動会 

  ・午前９時～午後３時３０分 

  ・長尾町公園 

 

◇１１月２日〔月〕・３日〔火、祝〕 

 第３６回 趣味と芸術作品展 

  ・午前１０時～午後４時 

  ・長尾地域福祉センター 

   
◇１１月１４日〔土〕・１５日〔日〕 
 多聞寺晋山式 
 
◇１１月２９日〔日〕 
 五町ウォーキング 
  ・八多神社～ハ多ふれあいセンター 
 
 
 

【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>岡 田 節 子さん[80才]H27.7.2 

〔日本の歴史家、園田学園女子大学名誉教授〕 

 地方消滅、超高齢社会、限界集落、低く留まる
合計特殊出生率などに、日本中で危機感が高まる
中、神戸市合併６０周年を迎えた我が長尾町は、
このいくつかに該当しそうな勢いである。この客
観的な事実を前に、我々町民のなすべきこと につ
いて、検討しなければならない。検討の成果は、
町民フリートークでその一端を開示したとおり、
町民の健康づくり、コミュニティづくり、農業技 

               長尾の概観、有馬 

              と言う地名について 

              、神戸の地形と名称 

              、摂津と言う地名に 

              ついて、大化の改新 

              の統治システム、長 

              尾付近の遺跡につい 

              てなどを内容とし、
古墳時代から昭和に至る時代を解説いただいた。話
の核は、日本歴史の構造を公的な法による支配と私
的な力による支配との拮抗として捉えることが重要
との田辺史観であるが具体的で身近な地名を挙げて
理解を促すなど、累々と積み重ねられた研究歴もさ 

ることながら、いろいろなマスコミで鍛えられ 

た「話の業師」としての面目躍如であった。 

難解な内容のは 

ずが、聴衆全員、 

楽しい時間を過 

ごしたものであ 

る。講師の恩義 

に報いるために 

も次〔step2〕の 

フリートークで 

の成果に期待が 

かかる。頑張れ 

トークリーダー！ 

       長尾町自治会は合併６０周年を 

     迎え、記念行事はもちろん、各行 

     事にも例年以上に力を入ています。 

     ６０周年は人間の還暦に当たり、還 

     暦は「生まれた歴に還る」という意
味です。長尾町全体も各地区も皆、生まれた歴
(原点)に還り、新しい取り組が期待されます。
「かわら版」も赤いちゃんちゃんこを着て(初
心に還って)頑張りますので、今後ともよろし
くお願いします。       ｋ.ｋ 

   ＝２５輪、咲き誇る＝ 

月下美人 

 下上津、小南八寿男さん
宅にて月下美人が６月、７
月、９月の計３回、それぞ
れ１夜のみ花を咲かせまし
た。夜８時ごろから咲き始
め、夜明け近くまで開花し
ました。通常、多くても１
０数輪ですが、７月には２
５輪、９月には１２輪咲か
せました。１５年ほど前に
さし木して、今年の見事な
開花となりました。花がと
ても大きく、２０～３０㎝
の純白、名前どおり美人の
色っぽい花でした。    満開の月下美人と 小南八寿男さん 

   熱弁！田辺真人先生 

  真剣に聞き入る参加者のみなさん 

 「平成２７年９月関東・東北豪雨」 

・９月１０日、１１日栃木県、茨城県、  

 宮城県を襲った集中豪雨。鬼怒川、 

 渋井川の堤防決壊による広域面積の 

 浸水による甚大な被害が発生！    

大雨特別警報発令！！ 

長尾川流域にも土砂災害警戒区域が
多数あります。他にも町内を流れる
川は岩谷川など多く警戒が必要です。 

  あらゆる被災を想定して 

◆情報の入手方法◆避難場所◆避難 

方法◆家族との連絡方法・手段◆非
常時の持出し品◆緊急時の連絡先etc 

  = = 今一度確認を！= = 

<防災特別号>修正版 

 くらしの防災ガイド KOBE北区保存版参照 

昨年の大雨による 

 土砂崩れ〔岩谷〕 

術の伝承、農業のサービス産業化などを具体的な
目標として確立した。そして、それに先立つ予備
知識として、長尾町の先人たちはどんな素性だっ
たのか、どのように居住していたのかを知ること
を目標として、園田学園女子大の田辺名誉教授を
講師に迎え、聴衆１１０余名に有馬・摂津を含め
た長尾町の歴史を解説いただいた。 

日本の各地で甚大な被害が 

発生しています。 

 長尾町の未来を語らんと、町民有志４８名が集結
した。北区役所まちづくり推進課長田代正幸氏によ
る基調講演において、神戸市の統計データ・アン
ケート結果を基に、北区及び長尾町の地政学的実情
を理解し、八多や淡河など他の地域の取り組み例の 

知識を得て、無作為 

で６グループに分か 

れ、トークリーダー 

の指揮の下、長尾町 

の持つべき輝かしい 

未来を語り合った。 

 ６グループの議論を要約すると： 

 農業、雇用の確保、福祉の充実など、比較
的手近な取り組みからロングランを要する取
り組みに至る様々なメニューがあるが、詰ま
るところ現１３７１名の町民をいくらかでも
増やすことである。必要条件は生産年齢世代
に適した仕事の確保、都市近郊型と言う特徴
を活かした農業のサービス産業化であろうが、
受皿となる世代が丌足しているので今しばら
くは現有勢力が維持するしかないかな、まだ
まだ限界集落には該当しないぞ等、長尾町が
自助努力によっては伸びしろの大きい地域で
あることを伺わせる内容であった。   各グループ毎に議論内容を発表 



－２－ 

〔９月６日〕 

〔９月２１日〕 

〔９月１２日〕 

 朝からどんより曇り空、天気予報は“雨”。予報通りスタート直後か
ら降り出した雨は時々どしゃ降りになるなど荒れた天候の中、ゴルフ大
会は予定どおり行われました。地元とゲストを合わせ１８５人が参加、
雨中の珍プレー好プレーが続出しました。中でも東コース７番ホールで
はゲストの方がホールインワンを達成されました。プレー後の表彰・懇
親会では、ゴルフ談義を肴にあちこちで懇親 

の輪が広がり、有意義な大会となりました。 

北神戸ゴルフ場及び協賛頂いた企業等の皆様 

ありがとうございました。 

   
〔個人戦〕                   

 優 勝 北ノ上昇  71.0  

 準優勝 大北健一  71.2       

 三 位 山中定巳  72.4  

〔シニア〕   〔NET〕 

 優 勝 大北健一  70.0 

 準優勝 石井澄夫  71.4 

 三 位 大西莞爾  72.0                           

※個人戦とシニア、隠しホール 

 は別々に設定されました。 

 = = 長尾町スローガン = = 

 今年で５回目となる有井地区納涼バー
ベキュー大会、約７０人が有井公会堂駐
車場に集まりました。ヨーヨー釣りや
スーパーボールすくい、花火等で子供達
も楽しんでいた様子。恒例のビンゴゲー
ムも盛り上がりました。「あれは何処の
娘さんや？」「何処の子供達や？」など
の声も上がり自己紹介する場面も！地域
を繫ぐ役割も果たせたので 

は・・・と感じながらビー 

ル片手に楽しいひと時を過 

ごす事が出来ました。  

  

 上上津では２００人を超える住民が参加
して「納涼の夕べ」が開催された。 

今年は初の試みとして舞台を設け、司会・
進行を落語家の桂三若さんにお願いした。
巧妙な語り口でのゲームやカラオケ、子供
たちは輪なげや花火、大人は焼肉にキリン
ビール。例年にも増して盛り上がり、老若
男女の賑 

やかな声 

が響いた。 

  

  

〔８月１日〕 
〔８月３０日〕 

 ３４回目の「岩谷納涼大会」今年は趣向を変
えて三田市で活躍されているエイサー踊り「喜
心伝」〔沖縄の盆踊りグループ〕のみなさんに
出演していただき大変な盛り上がりとなりまし
た。司会は昨年に続き笑福亭瓶吾さん。たこ焼
きは有馬高原病院の全面協力、おでん、カレー
等手作りの料理 

に舌鼓、１２０ 

名の集落に１５ 

０名が参加し過 

去最大の催しと 

なりました。 

 

〔８月２日〕 

「上上津手芸同好会」は、上上津集会所を拠点として、１０余名
が毎月の活動を続けており、既に１８年の歴史を持っている。今
年度中のローカル拠点設立を目指すあんしんすこやかセンターと
長尾町ケア会議が、同好会との連携を図り、９月１２日(土)に
「健康サロンかみこうづ」を発足させた。当日の参加はスタッフ
を含２５名。これをやればＰＰＫ（この意味判りますよね）が実
現できますよとのそそのかしに乗り、手芸の時間を割いて、約１
時間、体幹強化、心肺機能強化の体操を体験した。青い空の郷か
ら招聘した作業療法士の土橋講師による、息があがっているのは
自分だけかなとの「よいしょ」が、額面どおり受け取れるほどの
同好会員であった。体操の後は、楽しいお茶とお話しの時間が
待っている。手芸を通じて養った 

メンバーの健舌、健指、健脚、健 

脳には、いまさら健康体操でもな 

いでしょとの印象を持つが、サロ 

ンは毎月第2土曜日14：00-16：00 

に開催され、他地区からの参加も 

歓迎される。上上津アマゾネス軍 

団に栄光あれ！！ 

〔団体戦〕        〔NET〕     

 優 勝 有 井地区 226.4    

 準優勝 岡  地区 229.2        

 三 位 下上津地区 231.2   

団体戦優勝 有井地区 個人戦優勝 北ノ上さん 

ナイスパット 

手押し式 除草機 

穂が実る 

〔9.25〕 

       下上津善入農園のその後です。 

７月・８月、稲の生長と共に雑草も元気元気。炎天下、昔 

懐かしい手押し式除草機と人手による草取りは重労働。９ 

月に入って穂が出そろいました。今月後半にはお友達と一 

緒に稲刈り。そして稲木で天日干しです。 これほど手間 

を掛け無農薬にこだわる米作りへの思いは？ 「安全・安心でおいしいお米が食べたい！」              

 北消防団長尾支団では新しく 

消防団員として活躍していただ 

ける方を募集しています。消防 

団は地域に「住んでいる」「働いている」「学んでいる」人たちに
よって構成される消防機関です。 

 地域の”安全・安心”のためにあなたにもできること、あなたに
しかできないことがきっとあります。 

 このまちで暮らす仲間として、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！ 

  

＊詳しくは「神戸市北消防団長尾支団」のホームページを検索して
ください。 

   長尾児童館からの要望だった、長尾地域福祉センター前の歩 

  道にガードレールを設置してほしい。この歩道は幼稚園から児 

  童館に行く為の通り道で、カーブでもありとても危険な為と要 

  望されていました。また、長尾地域福祉センター前の駐車場か 

 ら県道に出る時、左右の見通しが悪 

くとても危険な為、以前からのミラー 

の角度を変更して欲しいとの要望でし 

た。どちらも９月の初旬に工事が完成 

し有り難く思っております。婦人会活 

動も地域安全の為、活動出来て「ほっ 

と」しています。有難うございました。 

 今年の敬老の日に７５才以上になられ自治会より「敬老のお祝
い品」をお渡した方が２７４名おられます。〔昨年は２６９名〕
まずは健康を第一に長生きされることをお祈りします。 

なお、１００才以上の方は３名おられます。 

 健康のための３要素「運動」「栄養」「社会参加」を実践し健
康寿命を延伸してください。※健康寿命とは、日常的に介護を必要とし
ないで、自立した生活ができる生存期間のこと。平均寿命から介護〔自立した
生活ができない〕を引いた数が健康 

寿命となる。 

昨年の運動会、運動と社会参加を実践 

    < H27.8.31住民基本台帳より> 

 長尾町の人口１．３７１名 

    

 長尾町６５才以上４１．４％ 

   〔神戸市全体２６．２％〕 

 長尾町７５才以上２１．７％ 

   〔神戸市全体１２．３％〕 

 

新設されたガードレール 

紙製の棒を使ってストレッチ 


