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・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ます。 

・社会人になることを自覚し、責任を持った行動や発言を心がけていきます。 

・教員の免許を取り、地元長尾町に戻って母校の教師になることが夢です。 

・いつまでも楽しく過ごせるよう、日々、努力していきたい。 

•自分の行動に責任を持ち、社会人として頑張りたいと思います。 

•二十歳を迎え、大人としての自覚を持ち、責任ある行動を心がけていきたいと思います。 

・英語でもっとコミュニケーション出来るようになる。<有井> 

・大人としての自覚を持ち、責任を持って行動して行きたいと思います。 

－３－ 

平成２８年 １月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１月１６日〔土〕・２月２０日〔土〕・３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。 

 <H27.10.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

 
◇熊野神社厄除大祭 １月１９日〔火〕 
 

◇長尾町新春の集い １月２０日〔水〕 

      自治会   北神戸ゴルフ場 

 
◇北区新年のつどい １月２１日〔木〕 

      北振協議会 すずらんホール 
 
 

   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９名の方が 

新成人となられます。 

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。 

〔平成７年４月２日～平成８年４月１日にお生まれの方〕 

 

３名 
岩   谷 

下上津 

有  井 岡 

この年の主な出来事 

抱 負 

◆<下上津>坂 本 孝 子さん[80才]H27.11.8 

 <H27.4.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

《岩 谷》  

１名 

◆<下宅原> 谷  直 臣さん[84才]H27.11.16 

       自治会では昨年、長尾町が神 
      戸市合併60周年ということで 
      「歴史講演会」や「長尾町の未 
      来を語る会」を開催しました。 
       また“健康寿命延伸のまち” 
      を目指して「健康サロンかみこ
うづ」がスタートしました。各地区において
も花見や納涼大会など、年々内容がグレード
アップしています。長尾町は元気です。今年
も元気な長尾の様子をお知らせします。こう
ご期待。             n.shiotani 
  

４名 

 １名 １名 

 近ごろ国も私達の主張と同義のことに着目し、
「一億総活躍社会」実現の一環として、３世代近
居・同居促進制度を創設して進めようとしていま
す。先般、長尾町・神戸市合併６０周年記念事業
で参加者の皆様のご協力により実施した“わが町
未来アンケート”では３世代同居が出来ない理由
として、仕事で離れざるを徔ない・別々に生活基
盤が出来ている、と答えた人が６１％を占めてい
ます。一朝一夕に進まない複雑な問題を孕んでい
ますので、皆で考え意見交換することも必要な時
期なのではないでしょうか。 

 今年も役員一同、皆様と一緒により良いまちづ
くりを進めたいと念じています。様々な事業に是
非ともご参加をお願いします。終わりに、皆様の
ご健勝ご多幸をお祈り申し上げ年頭 

のご挨拶とさせていただきます。 

        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２８年・申年の新年をご家族お揃 

       いでお迎えになったこととお慶び申 

       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。昔から私達は、ひ
とつ家に親子・孫３世代が一緒に暮らし、その中で
親の介護や見守り子育てなど、それぞれに役割を分
担しながら家族の絆を温め、地域と共に暮らして来
ました。長尾町自治会ではこの良さをもう一度取り
戻したらどうだろうと考え、かねてより多世代同居
を提案・奨励すると共に、その誘導策として同居手
当や家屋改修費補助制度そして固定資産税減免制度
などの創設を訴えてまいりました。 

長尾交番 

長尾幼稚園 
⇓至る 三田方面 

⇒至る  

 吉川方面 

⇒至る  

 市原経由大沢、八多 

 を通って岡場へ 

× × 

× 

大江橋 

サンクス 

 地元要望が受け入れられ、神姫バス１３系統
〔三田～岡場線〕の運行ルートが変更される予定
です。町内のサンクス前から長尾交番前を右折し
イオン方面へ行っていたルートが、サンクス前を
右折し、鹿の子温泉口から大江橋を左折し、新た
に設けられる停留所からイオン方面へのルートに
変更されることとなります。１日3便〔3往復〕
が４月から運行される予定です。宅原、上津地区
から岡場まで乗り換えなしで直行となり利便性が
向上することとなります。特に、病院通いが便利
に！ 

 
◇多聞寺 毘沙門天大祭 １月１３日〔水〕 
 
◇初詣・摂津～紀伊国日帰りの旅  福寿会 
          １月１５日〔金〕 
 

◇左義長〔とんど〕 １月１７日〔日〕 父親クラブ 

      長尾町公園グラウンド 

  ※参加申込受付中、申込・問合せは長尾児童館 

                 986-1639まで 

《上上津》  

・北神中央線全線開通 

・野茂英雄、大リーグで新人王 

・「ウインドウズ９５日本語版」発売 

・青島幸男東京都知事、横山ノック大阪府知事誕生 

・日本シリーズ、ヤクルトが日本一に 

◆<岩 谷>奥 井 千代乃さん[100才]H27.12.16 

◆<豊 浦>西 中 美佐子さん[82才]H27.12.23 

１名 

http://4.bp.blogspot.com/-ECCQcBKkWmM/UZRBYwt1mhI/AAAAAAAASks/k0IvOnXt1Bg/s800/seijinshiki_couple.png
http://3.bp.blogspot.com/-hLKin9vQzzY/ViipKXWEG1I/AAAAAAAAzxY/UXixWpLgdAw/s800/athletic_kids.png
http://www.circleksunkus.jp/
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〔１０月２６日〕 

 ◎優 勝 岩谷地区  

 ◎準優勝 有井地区  

 ◎３ 位 上上津地区 

〔１１月１４日、１５日〕 

〔１２月２３日〕 〔１１月２９日〕 〔１２月１３日〕 

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 

 下宅原婦人部     四国村及び高松城址史跡「玉藻公園」 

                   １１月２９日 １８名参加 

        菊薫る、爽やかな秋晴 

       れのもと「第２９回長尾 

       町民運動会」が。約５０ 

       ０名が参加し盛大に開催 

       されました。秋も深まり
開始時には肌寒さを感じましたが、日中
には日差しも強まり汗ばむほどでした。
時折強い風にも悩まされましたが日頃の
運動丌足の解消と地区の栄誉のため 

力一杯の競技が続けられました。 

特に、徔点種目については、いつも 

ながら各地区の応援合戦。熱が入り 

楽しい時間を過ごすことができまし 

た。競技以外でも、昼食時などには 

あちこちで懇談の輪が広がり地域の
“絆”をより深めることができたの 

ではないでしょうか？地域の連携を深め
る有意義な運動会となりました。夜には
各地区で慰労会等が開催された模様、更
に懇親を深められたようです！ 

開会挨拶 富井会長 

地区対抗リレー 頑張れ熟年！ 

大玉運び 宅原ＶＳ上津 

 ９月２３日に開催したフリート 
ークでは、農業の後継者に関して 
悩ましい現実が語られた。その数 
日後の９月３０日には、クラス担 
任に引率された長尾小３年生７ク 
ラス２４０名が、有井地区前勝弘 
さんの指導の下、キヌヒカリを鎌 
で刈って、束ねて、稲木にかける 
一連の手順に従い、稲刈り作業を 

体験した。これは今年６月に同じ田で体験した田植えに続く農業体
験第２弾である。ひたすらカエルを追う非主流派、コンバインの写
生に専念する尐数派も含めた参加者全員が、田植と稲刈りの２大農
作業を試み、２４０名の農業予備軍が誕生したことになる。フリー
トークにおいて、後継者の悩みを共有したメンバーとしては、巨大
な新戦力を眼の前にして、喜びに打ち震えたのが一刻の幻想であっ
てほしくないものである。 

〔９月３０日〕 

 八多神社を発着点とする八多川添いの公称７．５㎞のコース。長
尾町からの参加者１５名を含む総勢６０余名が、快晴無風の好条件
下、織田・豊臣軍による三木攻めでは軍用道路のひとつとして用い
られた、いわゆる湯の山街道を歩いた。現在の県道３８号三田三木
線が開設される以前は、八多川北側に湯の山街道 (八多街道) が走っ
ていた。八多川の変わらぬきれいさに感嘆したり、カボチャの重さ
当てクイズに挑戦したり、刀工の作業場跡を見たりで、ゆっくりし
た時間を楽しんだ。企画を担当いただいた八多町自治会の皆さま、
とりわけ、ト 

ン汁とおはぎ 

の昼食を準備 

下さったご婦 

人方に感謝い 

たします。 

  

 １１月１５日 (日) 早朝、雤模様の宅原に 
色彩豊かなお稚児さんの行列が出現。なに 
ごとかあらんと見物する車で北神中央線は 
大渋滞。当日多聞寺では、晋山式と言う、 
              新住職の任 
              命を受ける 
              曹洞宗の儀式が実施されたのであっ 
              た。稚児の皆さんは、当日7時30分 
              安下処とされた久保邸を出発、新住 
              職を先導して多聞寺まで粛々と行列 
              し、暗闇の中6時前から詰めかけた 
              檀信徒に晋山式の始まりを告げた。 
それまで降っていた雤が行列開始とともに小休止し、終了と同時に 
再び降り始めたのは、きっと実行委員の精進の賜物でありましょう。 
  

 岡婦人部      九州黒川温泉 １１月２３・２４日 １６名参加 

 上上津ひまわり会   金閣寺・銀閣寺１１月１９日１２名参加 

 １２月２３日（水）、恒例の「し 

め縄教室」が長尾児童館にて開催さ 

れました。福寿会のメンバーが先生 

となり、午前と午後の２回に分けて 

実施されました。午前中は、長尾小 

学校父親クラブの親子２０組５０名 

が参加し、親子でしめ縄作りに挑戦 

しました。特に子供たちは皆、しめ縄作りに生き生きと取り組み、
自分が作ったしめ縄に達成感を持ちました。きっと、そのしめ縄
は、子供たちに「すばらしい福」をもたらします。 

 午後は、町内の方約２０名が参加しました。しめ縄は、完ぺき
に作り上げるのが結構難しく、参加者は悪戦苦闘しながらも、各
自の家と地区の神社のしめ縄を見事に仕上げました。近年、農家
の方も、「縄をなう」機会がなく、これが唯一の機会でもあり、
良き伝統の継承にもなっています。 

 下上津善入農園では、１０月２４日、 

２５日、晩稲の「ひのひかり」を刈取り 

ました。友人約１０名が加わり、丁寧に 

心を込めて手刈やバインダーで行いまし 

た。無農薬の待ち望んだ「虫に負けない 

強いお米」の収穫であり、うれしい作業 

でもありました。天日干しの実り豊かな 

穂は、無農薬で自然の恵み（お米のおいしさ）が一層期待できます。 

馴れない作業に悪戦苦闘 

色彩豊かなお稚児さんの行列 

晩秋の八多川沿いを歩く トン汁のおもてなし！ 

稲木掛け作業中 

 

 長尾町内の昨年１月から１１月までの火災発生件数は３件（高
速道を除く）で、出 火原因はすべて焼却火の延焼拡大でした。 

延焼拡大により、山火事をおこしたり家に燃え移ることもありま
す。焼却中は、そはを゙離れることは禁物てず。  

また消火器やバケツなとを゙火災に備えて 準備 

し、終わったときは火を完全に消して下さい。 

 さらに、風の強い日や空気か乾燥している 

と火災か起こりやすくなります。こんな 日は 

中止するようお願いします。 

   北区連合婦人会で水資源の大 

  切さを考える勉強会に参加しま 

 した。行先は、滋賀県の瀬田川洗 

 堰、みずのめぐみ館アクア琵琶、 

 京都宇治市の天ケ瀬ダム管理所の 

 ３か所を見学しました。１２月１０日天候は今にも降り出しそ
うな曇り空でしたが、各単位婦人会から２名づつが参加しバスは
満杯、往路のバスの中では水道局から神戸市の水道事業について
説明がありました。神戸市の水道水は１日に必要な量の３／４を
琵琶湖と淀川水源に頼っているそうです。水資源の 

大切さを改めて知りました。また、水道局の事業は 

清浄にして、水の供給バランス管理と、公衆衛生や 

生活環境の改善を目的としている、等いろいろなこ 

とを再認識出来た有意義な勉強会でした。 

瀬田川洗堰 

一滴の水も大切に！ 

〔１２月１０日〕 

３台の釜戸もフル稼働 国際色豊かな餅つき 北神戸中学「たすけ隊」の 

皆さんも、べったん！ 

６０ｋｇのもち米が約４２０名のお腹に納まりました！！ 始めてのしめ縄づくりに挑戦 


