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平成２８年 ４月発行 
◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・４月１６日〔土〕・５月２１日〔土〕・６月１８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。 

 <H27.12.25以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

【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： 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。 

◆<上上津>白 坂 文 子さん[90才]H27.12.28 

◆<上上津>奥 町 ちづ子さん[96才]H28.2.1 

長尾交番 

長尾連絡所 
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サンクス 

時計台 

◆<上上津>流 田 浪 子さん[78才]H28.2.19 

◆<下宅原>小 西  巌 さん[97才]H28.1.1 
 地域の皆さんの温かい見守り 

をお願いします。６人の新一年生 

に将来どんな人になりたいか聞い 

  てみました 

ご入学おめでとうございます。長尾町から６人の子供たちが真新しい 

ランドセルを背負い、希望に胸ふくらませて長尾小学校に入学します。 

〔長尾小学校全体では２２７名が、新一年生として入学されます。〕 
 

新自治会長挨拶 

   長尾町自治会の新体制が決まりました。今年も「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〔留任〕豊浦 

        理事 採田 芳博〔新任〕岩谷      理事 大苗代真弘〔留任〕有井 

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

《岩谷自治会長》 

 この度、大西前自治会長の後任として岩谷自治会長を務
めさせて頂く事となりました。前自治会長のような立派な
働きは出来ませんが諸先輩方のご指導、アドバイスと地区
役員の皆さんに支えて頂き、消防団・自治会共に地域の安
全・安心生活を守り、健康で元気で暮らせるよう微力なが
ら精一杯務めたいと思っています。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。  

                     採田芳博 

◆<下上津>安 井 藤 栄さん[98才]H28.1.1 

◆<下上津>大 江 志づ子さん[94才]H28.1.16 

       桜の花も咲き誇り６名の新 

      一年生を迎えることが出来嬉 

      しい限り、然しながら『こん 

      にちは赤ちゃん』を掲載する 

      ことが出来ず非常に残念！ 

また、各地区に於いては、健康体操や親睦
旅行等目白押し。 

 そんななか岡営農組合も設立され、今後
の長尾の農業に於いても光明が・・・ 

今後の活躍乞うご期待！！ 

                М.O 

 地元の要望がついに実現しました。従来の長尾交番経由のルートが、鹿の子温泉口、大江橋経由に変更されました。多
くのご利用をお願いします。 

時 刻 表 

→ 鹿の子温泉口 → 大江橋 → ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 → 

１便 

２便 

３便 

8:58                           8:59                       9:04 

13:37                         13:38                     13:43 

16:32                         16:33                     16:38 
→ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北   → 大江橋 → 鹿の子温泉口 → 

１便 

２便 

３便 

10:36                         10:40                     10:40 

14:03                         14:07                     14:07 

18:02                         18:06                     18:06 

料     金 大江橋    → ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 160円 

鹿の子温泉口 → ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 210円 

昨年１２月 

  地区内の農業の現状と将来像についてアンケー
トをとった結果、「農業の担い手がなく農地を委
託したい」や「地区内に営農組織が必要」という
回答が多かっ          たことから、
昨年来、農会          を中心に行政
とＪＡの協力          を得て営農組
合設立の準備          を進めてきま
した。「地域          の農業を守る
ため、また農業機械を効率的に利用し省力化によ
る農業経営の合理化及び経営安定に努める」とい
う趣旨に、農家全員の賛同を得て岡営農組合を設
立しました。五年後を目途に法人化を目指してい
ます。将来的には、長尾町全体の営農組織に発展
できればと考えております。  ・４月２４日〔日〕AM  9:30   ～ 

    ・長尾町公園グラウンド 

 ・参加費無料  

    参加申込〆切 4月15日 

 ※各地区の自治会へ申込んで下さい 

◆<豊 浦>春 井 幹 夫さん[88才]H28.3.9 

～ ～ 地域の農業を守るため！ ～ ～ 
◆農業機械の効率的利用 ◆農業経営の合理化・経営安定 

神戸市4月1日付関連分抜粋 

・北神出張所長   山本 智康〔水道局〕 

旧所属 

・まちづくり推進課長  

                                   中島 啓二〔保険福祉局〕 

・北神まちづくり推進課長      <新設> 

                      井関 和人〔産業振興局〕 

・北建設事務所長  岩崎 好寿〔建設局〕 

・北消防 北神分署長  宮崎 直樹〔消防局〕 

≪編集委員の交代≫ 

      岡地区 〔新〕 岡 くに子 

          〔旧〕 岡 美奈子 

◆<下上津>内 垣 ヒフミさん[97才]H28.3.27 

・長尾小学校校長    上村 政明〔大池小学校〕 

・長尾幼稚園園長     藤野   雅子〔たまつ幼稚園〕 

・退 職    芝辻 ひとみ〔長尾幼稚園園長〕 

３名 

１名 

１名 

１名 

http://www.circleksunkus.jp/
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〔３月２４日〕 

〔１月１５日〕 

〔１月１７日〕 

〔３月１６日〕 

 宅原北野山多聞寺には、木造毘沙門天立像、
木造吉祥天立像、木造地蔵菩薩立像３躯の国指
定重要文化財(彫刻)が安置されており、主要行
事は、１月１３日の毘沙門天大祭（びしゃもん
てんたいさい）、５月８日の降誕会(ごうたん
え、花祭り)、８月２４日 

の施食会（せじきえ）の 

３つとされている。うち 

毘沙門天大祭は３躯の重 

要文化財を対象とするも 

のであり、大護摩（醍醐 

寺流柴燈護摩）、毘沙門 

天王功徳経読経等をがあ 

り、多くの方々のお参り 

がありました。 

 有馬高原病院看護士藤井ショーン氏を 

講師として開催。参加者３５名。認知症 

者の統計的現状、原因、症状、検査の方 

法と内容、認知症者への対応方法、予防 

と処置など広範囲にわたって解説を受け 

る。症状に思い至る節もある記者には、特に予防編がありがたかっ
た。結局、社会的への関心と参加を維持し、趣味と農業に生きれば
予防に役立ち、さらに焼酎の代わりに赤ワインを愛飲すれば、一層
効果があると理解した。ならばと帰り道早速、赤ワインを求めにイ 

オンまで走りました。        <長尾地域福祉ｾﾝﾀｰ> 

 毎年恒例となった三社詣り旅行、健康寿命の延伸と家内安全、
五穀豊穣、金運の願いなど厚かましいことばかり、参加できるこ
とが健康の証しと感謝、感謝！！３２名が参加、昼食は和歌山市
内「がんこ六三園」で美味しい懐石料理、その後庭園を散策し適
度の運動。土産は黒潮市場でマグロの解体を見物、海産物を両手
に一杯、地域の“絆”が深まったいい旅となりました。 

 有井  香住カニ満喫の日帰り旅行  ２月１４日   ２５名参加 

 桜の開花だよりもちらほら、まだ肌寒い中６年生１４４名〔内長尾
町は９名〕が卒業しました。校長先生から一人ひとりに卒業証書が授
与され、最後は卒業生全員が段に並び、学校生活の思い出や、先生へ
の感謝の言葉等を美しいハーモニーで合唱。厳粛な中の卒業式でした。 

 岡  鹿児島、指宿温泉一泊旅行 ３月１２～１３日  １５名参加 

 豊浦 出雲大社参拝 一泊旅行  ４月１０～１１日  １０名参加 

〔２月２７日〕 

〔１月１３日〕 

大護摩焚きの様子 

〔２月１７日〕 
 医療・介護行政の舵が徐々に入居系から在宅系に切り替って
行くのに合わせて 

メモをとりながら熱心に講義を聞く 

大阪住吉大社 和歌山日前宮 和歌山玉津島神社 参加は約２００名 

勢いよく燃え上がりました 

一本一本丁寧に植樹 

＆ 
〔１月３０日〕 

 重要文化財３躯の愛護に関する意識の
高揚と、防災意識の啓発を図る事を目的
として実施された。避難・通報訓練、初
期消火訓練、仏像運びだし訓練があり、
その後消防団・消防署による一斉放水訓
練も行われました。当日は、担当を決め 

動きましたが、 

万が一の場合 

には、臨機応 

変に行動する 

ことの大切さ 

を再確認し訓 

練を終えまし 

た。 一斉放水訓練 

応急給水設備設置・操作訓練 

組立式担架取扱訓練 

〔２月２８日〕 

 約５０名が参加、北
神戸ポンプ場にて、災
害時断水を想定した給
水設備の設置・操作訓
練を、会場を岡公会堂
に移し応急手当及び組
立式担架の取扱訓練を
実施。岡婦人部による
炊き出しの美味しいカ
レーライスをいただき
ました。有事に備えて
防災意識を高める良い
機会となりました。 

  北神地区の婦人会はＪＡ関係に所属しているＪＡ女性会員で 

 もあるため、お互いの活動内容を理解しょうと、ＪＡ本所のふ 

 れあい会館で交流会が開催されました。来賓に高武北区長他を
お迎えし参加者は約５０名でした。長尾婦人会はどちらの活動に
も参加しているため、ＪＡ女性会〔もてなし〕側で参加しました。  

 昼食に地産地消のお弁当と味噌汁をつくり、田舎の味を満喫し
ていただきました。又、「農業について」をテーマに講演があり、
４名の方が「北区の農業」「トマトなどの野菜作り」「神戸ワイ
ン用の葡萄作り等」について、その極意と苦労話を経験談を主に
ユーモアを交えて話されました。今までにない勉強会に参加して
生産者の経験や苦労話などを聞き、需要と供給のバランスを改め
て認識しました。農業に関係のない婦人会員達も生産者の努力や
苦労を尐しでも理解してもらったら・・有意義な交流会でした。 

地産地消 美味しい弁当 交流会模様 

144名の卒業生 多くの方に送られて 

第一分団長  辻  敦之（再任） 

第二分団長  片山 勝志（再任） 

第三分団長  山本 勝司（昇任） 

第三分団１班（副分団長） 

       北野 真也（再任） 

第四分団長  糀谷 敦 （昇任）  

よろしくお願いいたします。  

    ※北消防団長尾支団のホームページ 

 ⇒ http://e-nagao.net/fire/  

 今年も、長尾児童館が主催し長尾町公園グラウンドで「とんど」
を行った。年々参加者が増え、今年は上 
津台地域の方も含め２００人が参加した。 
長尾ふれあいのまちづくり協議会の三谷 
会長の挨拶に始まり、記念撮影、続いて 
長尾町福寿会の協力で用意した大きな 
「とんど」に点火。１０mを越える火柱 
が上がり、子供たちから大きな歓声がわ 
いた。また長尾町婦人会などが用意した 
ぜんざいを味わった。 

 温かい日差しの中、組合員２０数名が森林
組合所有の山林（大沢IC近く）に山桜、ソメ
イヨシノ他６５本の桜の苗木を植えました。
植樹の準備のため、これまで木々の伐採、下
草刈りなど、大変な作業を行ってきました。
苦労した準備が報われ、桜が見事に開花し、
桜の里山が「下上津の名所」なることを願っ
て、一本一本、丁寧に植えました。 

 今年の開花は難しいですが、参加者はとっ
ては「桜の植樹」が楽しい交流の場となり、
心の中ではすでに開花していました。 
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