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平成２８年１０月発行 

編集後記 お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H28.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇１０月９日〔日〕 

 町内３神社 秋祭り 

   ※長尾神社は10月2日(日) 

 

◇１０月３０日〔日〕 

 第３０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〔水〕・３日〔木、祝〕 

 第３７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 

【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。 

◆<有 井>有 井 正 義さん[71才]H28.8.15 

 運動会の花形である地区対抗の盛り上がりと高齢化による競技中の
安全の両面から３０回目の大会となる今回、新しい得点競技を追加し
ます。年齢制限無しの男女混成チームで、グラウンド上に置かれたか
ごにボールを投げ入れ数を競う競技で「ボール入れ」と呼びます。Ｊ
Ａの女性会運動会で人気のあるゲームだそうで高齢者にも優しい地区
対抗競技に盛り上がりが期待されます。自由演技の従来の高齢者・子
供たちによる玉入れは継続しますが、年齢制限無しのボール運びは取
りやめます。 なお、運動会運営について地元の中学生に、競技の準
備・進行補助を協力して貰っています。 

≪ぷくぷく  スィーツ≫ 

 自家製米粉を使用して、野菜やフルーツを 

もりこんだ体に優しいスィーツを始めました。💛 ♥ 

 ５年前から、家族のおいしいネがうれしくて、
ケーキ作りにハマってしまいました。ひとつ、ひと
つ丁寧に作っています。 

♥福来ぷくシフォン   17㎝ ⇒ 1280円 

♥米粉アレンジフォン  17㎝ ⇒ 1280円 

♥ロールケーキ     26㎝ ⇒ 1380円           

                                    全て米粉100%使用  etc     

 

    ◎◎ ◯◯ さん 

      連絡先 090-・・・・ 

 

  ご注文はご予約が必要で、お持ち帰りのみとさせて頂 

いています。 

     

  

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１０月１５日〔土〕・１１月１９日〔土〕・１２月１７日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

昨年の「高齢者・子供たち」玉入れ 

◎ 自 助 ⇒ 自分で自分を助けること 
 
◎ 共 助 ⇒ 家族、企業や地域コミュニティで共に助けあうこと 
 
◎ 公 助 ⇒ 行政による救助・支援のこと 

 今年の担当は、鹿の子台自治会
です。ハイキングは中止とされ、
来年の２月５日にボーリング大会
を計画されています。 

      詳細は次号で 

 今回は自助、共助を中心に特に、地域コミュニティ〔ここでは自治会〕でなにが出来、どんな
ことが必要かを考えてみました。イザのときにはまず、第一に正確で素早い情報。河川の氾濫・
土砂崩れなど災害発生の恐れの状況、更には、避難が必要か、どう行動すればよいのか等々・・ 

 そのためには、日頃から地域の情報交換・連携、信頼関係〔親睦〕の醸成が重要となってくる
のではないでしょうか？ 各地区での情報伝達・共有〔常会を中心に〕、親睦を深めるためのイ
ベント等について調べてみました。 ※常会：時を定めて開く会合  広辞苑より 

    ・自治会長会 年間７回程度 

  ※各行事実施計画等  

  ※行政の情報 

  ※各地区情報交換  他  

  4月グラウンドゴルフ大会  <小高学年以上>  約150名 

  9月町民ゴルフ大会         <ゴルフ競技者>   約70名 

10月町民運動会                <全世代>   約500名 

11月趣味と芸術作品展〔ふれまち協〕  

  1月新春の集い                            <各種団体役員等>  約70名 

    ・常会  年間７回程度 

  ※自治会長会報告  ※地区行事実施計画  

  ※各団体周知・報告 ※各自意見交換 他  

・  8月納涼大会〔今年で35回〕 ・2年毎、日帰り親睦旅行 

・10月運動会後懇親会    

・12月忘年会     

    ・全体集会年３回他は、組長より都度周知 

  ※内容は上記と同様 （隣保長） 

 ・ 8月納涼大会  

 ・ 8月八朔講   

 ・10月運動会後懇親会   

    ・常会 年間６回〔1月のみ伊勢講兼食事会〕 

  ※内容は上記と同様 

  

・  4月お花見会 ・7月親睦会弁当 ・10月運動会後懇親会    

・  伊勢親睦旅行          ３年に１回 

・  行者講大峰参り   ２年に１回 

    ・常会  年間３回   必要情報は都度 

  ※内容は上記と同様   資料配布 

・ 3or4月一泊旅行   

・10月運動会後懇親会   

・12月忘年懇親会   

    ・常会 年間１２回〔4.8.1月は食事会〕 

  ※内容は上記と同様           すき焼 

 ・ 8月納涼大会   

 ・10月運動会後懇親会 

 ・年１回親睦旅行   

    ・常会 年間１２回〔6.8.11.1.3月は食事会〕 

  ※内容は上記と同様  かしわのすき焼 

                                                        (1月は牛肉) 

  ・ 8月納涼大会(今回初めて)   ・3月一泊2日親睦旅行 

  ・10月運動会後懇親会   

  ・1月常会後は、田うちと新年会を兼ねた食事会   

・4月親睦バス旅行     ・10月運動会後懇親会   

・1月新年会 すき焼  

    ・常会 年間５回〔4.6.8.10.12〕と３月総会 

  ※内容は上記と同様 

※主な行事を示す。婦人会等他 

 団体、神社・寺の行事は除く 

各地区の色は、運動会のチームカラーを示す。 

ロールケーキ 

        暑かった夏も過ぎ、スポーツ 

       の秋・食欲の秋等々、絶好の 

       シーズンとなりました。 

        各地区でも、色んな行事が催 

       される事でしょうね。大いに楽 

       しんでいただきたいと思います。  

 ただ、台風のシーズンでもあります。日頃か 

ら、災害に対する備えをし、避難方法・家族及 

び隣近所との連絡方法等を、もう一度確認して 

おきたいものです。     Ｔ.taniguchi 

納涼大会 

運 動 会 

★ 9月20日、台風１６号接近に伴う大雨により避難勧告が発令され、長尾町でも１名の方が長尾小 

 学校〔避難所〕へ避難されました。 



－２－ 

 世界遺産の大峰山系。下上津地区の行者講「一心講」１３名が
お参り登山をしました。行者講の最大の行事が、２年に１回の大
峰山参拝です。皆で山上を目指して登山し、山上の本堂にお参り
します。今年は、お参り初心者の３名が有名な「西の覗き」で、
綱を頼りに岸壁の先端から断崖絶壁の谷間を覗いてお祈りをしま
した。「下上津のために頑張りますので、・・・・」 

 そして、夜は洞川温泉で「精進落とし」の大懇親会。これを目
的に参加している人もいるようです。大江区長？「親睦が一番で

す。」  

〔個人戦〕             〔NET〕     

 優 勝 美除一仁  70.4  

 準優勝 北ノ上昇  71.4       

 三 位 有井英幸  72.8  

〔シニア〕    〔NET〕 

 優 勝 有井英幸      72.8 

 準優勝 坊ケ内完夫  72.8 

 三 位 上元哲滋   73.2                           
※優勝、準優勝はハンディ差 

〔団体戦〕        〔NET〕     

 優 勝 下宅原地区 218.8    

 準優勝 岡  地区 228.8        

 三 位 上上津地区 229.4   

表彰式＆懇親会 

ナイスショット 西１番 

 心配されていた、台風１２号接近に伴う雨
も降ることなく無事大会が開催されました。
今年はゲストを含め総勢１６８名の参加があ
りました。御多分にもれずゴルフ大会も高齢
化が進んでいます。町内参加６６名の内シニ
ア〔65歳以上〕が約半数の３０名、最高齢の
方は８３歳、また、ベストグロス〔76〕も有
井地区の河脇進さん〔74歳〕が獲得さ 

れました。すごいですネ！プレー後の 

表彰式＆懇親会ではゴルフの腕自慢を 

肴に懇親の輪が広がっていました。 

９月４日 
７月１６日～１７日 

断崖絶壁の谷間を覗いてお祈り 山頂での記念写真に笑顔 

９月１０日 岩岡神社の 

布団太鼓 

 ７月末に岡営農組合で、他地区で行なわれている納涼大会を岡地
区でもやろうということで、急遽お盆の８月１４日に岡地区納涼
バーベキュー大会を行ないました。準備中に少し夕立があった為か、
５時の開始時には参加者は低調でしたが、時間とともに参加者が
徐々に増えてきて、肉が足らなくなって追加の買出しをするという
嬉しい誤算がありました。そして７時から行なったビンゴゲームの
頃には参加者が４０人ほどに達し、大変盛り上がりました。急に行
なったことで、宣伝丌足 

や日程調整が出来ず盆中 

になったことが、反省の 

意見としてありましたが 

、それらを改善して来年 

もやろうということにな 

りました。 

８月１４日 

   朝夕はめっきり涼しくなりました。９月６日に神戸田園ス 

  ポーツセンターの体育館でＪＡ女性会の運動会があり、長尾 

 支会からは１６名が参加しました。蒸し暑い体育館の中でした 

 が、殆どの競技が支会対抗であったことから、暑さも忘れ参加
者全員がファイトを燃やして頑張りました。結果、長尾支会は綱
引きで３位、輪く輪くウェーブ〔新しいゲーム〕で２位となるな
ど、優秀な成績で終わることが出来ました。特に綱引きの頑張り
は見事なもので、そのパワーは年齢をふっ飛ばす程でした。帰り
は冷房の良くきいたお店で熱戦を振り返り「来年はもっと頑張
ろ！」と一息ついて帰りました。 

 この運動会は、年齢、体力に 

関係なく、だれもが参加出来る 

競技とされています。婦人会、 

女性会活動では楽しい事も沢山 

ありますので、仲間作りにご協 

力をお願いします。 

９月６日 

フレーフレー もう少し頑張れ 

                      ※ 

 ９月１９日の敬老の日に７５歳以上になられる２６０名の方に自治会
よりお祝いの品が贈られました。〔昨年は２７４名〕 

 健康の為の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。なお、１００歳以上の方は２名おられます。 

 ※住民票はあるが、他市の子供さんの家にお住まいの方、施設・病院等に入院中で  

  お祝い品をお渡しするご家族がおられない方を除く。                  <H28.8.31住民基本台帱より> 

長尾町の人口１，３４４名   昨年比▲２７名 

長尾町６５歳以上４２．８％   神戸市全体26.8% 

長尾町７５歳以上２１．９％   神戸市全体12.9% 

９月１９日 

 検討部会のメンバー２９名が西区岩岡町を視察しました。8時45分頃、長尾町を出          発し、岩岡連絡所にて 

9時30分頃から約１時間、研修・意見交換を行いました。岩岡町側からは青木連合自治会長を含め６名の方々が出席されました。 

 岩岡町は、人口が１３，９５２名、５，６９０世帯の大きな町で、都会的な印象を受けました。しか 

し、農業も盛んで、農家は６８８世帯あり、そのうち１７３世帯が専業農家で、キャベツの栽培が盛ん 

です。意見交換会では、高齢化が進む中で「バス路線の改善」、「農家の後継者問題」などの課題が上 

がりました。十分な時間がありませんでしたが、多くの点で共感できました。 意見交換後、岩岡神社 

を見学しました。神社総代会藤田会長から神社の歴史等を解りやすく説明していただきました。岩岡町 

全体を祭る非常に大きな、歴史ある神社で、１０月の秋祭りに８台の布団太鼓が奉納されます。しかし、 

神社は普段は無人で、氏子が廻り当番で管理しています。 その後、神戸ワイナリーにて、昼食（バー 

ベキュ）を楽しみました。メンバーの良き交流の場になりました。 

絆を深めた、初めてのＢＢＱ大会 

 

  北消防団長尾支団は、地 

域のみなさんとの交流を 

深めながら、わがまちの 

防災リー ダーとして、積極的に活動する消防団をめざしています。 

  このまちに暮らし、このまちで働く仲間として、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! 

*長尾支団への入団要件は、長尾町・鹿の子台・上津台・赤松台に
居住または勤務す る１８才以上の健康な方です。 

  
＊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。 

岩岡連絡所で意見交換 

「神戸相楽園の菊花展」   「長尾町趣味と芸術作品展」 
                           10/20～11/23                                      11/2.3 

 菊づくりは４月下旬に、苗をさし木をすることから始まります。 

福寿会では、秋の出展に向け６～７名が毎日丹精を込めて手入れに
励んでおられます。今年からは下上津地区の女性グループが吉田先
生〔初代の長尾児童館館長〕の手ほどきを受け、菊づくりに挑戦中です。  

 岡地区の岡格さんを訪ね、出展するま 

での大変さをお聞きしました。大菊では、 

なにげなく鑑賞させてもらってますが背 

丈調整が特に難しいとか。盆栽菊は２年 

をかけて根を延ばすことから始まるそう 

です。作品展ではそんな苦労に思いをは 

せて鑑賞したいものです。 
大菊の手入れ中 岡 格さん 


