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平成２９年 １月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１月２１日〔土〕 ・２月１８日〔土〕 ・３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。 

 <H28.10.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

 
◇熊野神社厄除祭 １月１９日〔木〕 
 

◇長尾町新春の集い １月２５日〔水〕 

      自治会   北神戸ゴルフ場 

 
◇北区新年のつどい １月１３日〔金〕 

      北振協議会 すずらんホール 
 
 

平成２９年 元旦 

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 １３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８年４月２日～平成９年４月１日にお生まれの方〕 

２名 岩   谷 

下上津 

有  井 

岡 

この年の主な出来事 

抱 負 

◆<上上津>坊ヶ内 トミ子さん[93才]H28.11.14 

 <H28.9.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

◆<上上津> 辻  千恵美さん[67才]H28.12.2 

 
◇多聞寺 毘沙門天大祭 １月１３日〔金〕 
 
◇初詣・但馬国日帰りの旅  福寿会 
          １月１６日〔月〕 
 

◇左義長〔とんど〕 １月１５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 

１名 

《有 井》  

☆民生委員・主任児童委員が新しく選任、  

 委嘱されました。<H28.12より3年間> ３名 

 

          新年明けましておめで 

         とうございます。長尾町 

         の皆様におかれましては、 

         輝かしい平成２９年・酉 

         年の新年をご家族お揃い 

         でお迎えになったことと、 

         お喜び申し上げます。 

 平素から自治会活動にご支援ご協力を賜り、
心から感謝いたしますと共に厚くお礼申し上
げます。戦後が早くも７０年余経過しました。
日本では古来儒教の思想を社会規範として家
族生活の中に取り入れて参りましたが、終戦
を境に個人の尊厳・権利重視、平等主義など
戦後民主主義の台頭により、また社会情勢の
変化によって❝家族❞が希薄になってしまい
ました。 

 

 儒教の最も基本とする「孝・忠・義」家族の絆、
子どもは親を敬い大切に、孝行する。親は子を慈
しみは愛情豊かに育む。義理と恩を忘れないこと
などに思いを致してみては如何でしょう。昔の日
本の長所を取り戻すと共に、戦後の長尾を築き長
尾の発展を支えて頂いたお年寄りを大切にし、そ
の老人の尊い知恵を次代を担う子供たちに引き継
いでいくことも大切だと思っています。今年も役
員一同、皆様と一緒により良い街づくりを進めて
参ります。様々な事業に是非ともご参加をお願い
します。おわりに、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。 

上上津 

豊 浦 １名 

３名 

２名 ２名 

◆<下上津>下浦  敏 之さん[82才]H28.11.20 

 ・失敗を恐れず、いろんなことに挑戦したいと思います。 

・成人として相応しい行動のとれるよう、心掛けていきたいと思います。 
  
・社会にでるうえで自覚と責任を持ち、何事にも一生懸命取り組みたいと思います。 

・社会の一員として恥じない行動を心がける。 
  
・これからは一つ一つの事に対して責任のある行動をして行こうと思う。 
 
・様々なことを学ぶ為に国内、海外いろんな所に行き、その文化に触れて、思い切り楽しむ 

・大人として自覚を持ち、何事にもチャレンジ精神を忘れず努力していきます。 

・わたくしは周囲の方々の支えで二十歳になることが出来ました。今後は大人の行動を心がけて行きます。 
  
・一昨年から新聞配達のアルバイトをしています。目標ができるまて頑張って続けていきます。 

 町内の出来事では恒例行事も目
白押しで、新しく始まった行事も
あり長尾町は、益々元気で嬉しい
事です。また今年は、１３名の方
が新成人となられ、長尾町の明る
い未来を期待しています。 

 私達編集委員は元気な長尾町を
町民の皆様に知って頂く為、毎号
奔走しておりますので、今年も御
愛読のほどよろしくお願い申し上
げます。 

            K.OKA. 

 昨年秋以来、地域福祉センターが工事足場及
び安全シートに覆われています。神戸市による
定期的補修事業で、屋根、外壁、内装が対象と
なっています。屋根は既設のコロニアルに塩ビ
シートによる防水を施し、外壁は下地補修・塗
装・防水の処置を加え、内装は壁クロスに亀裂
や汚染が生じた部分を貼り替えます。屋根・外 
部は昨年中に完 
了し、残すは内 
装です。１月末 
からは内外改装 
なったセンター 
で、活動が可能 
になります。 

改修工事中の長尾地域福祉センター 

・責任ある大人の一員として、さらに努力を重ね、教員となり地域と社会に貢献していきたいです。 
  
・成人を迎え社会で働くうえで自分の意思をしっかり持ち、責任のある行動をとっていきたいと思います。 

・渥美清に国民栄誉賞 

・広島原爆ドームが世界遺産に指定 

・野茂英雄メジャーリーグでノヒットノーラン 

・自分で自分をほめたい≪有村裕子≫ 

・たまごっち流行 

・長尾児童館開館 

『あじさい賞』は、長年にわたり、自治会活動、婦人
会活動、社会教育活動、文化活動、スポーツ活動等を
通じて地域振興、市民福祉の向上に寄与し、市政の発
展に貢献した個人に贈られるものです。 

 山谷副就さん〔下宅原自治会長〕 

が長年にわたり自治会活動に貢献
されたことにより受賞されました。 

          <11月1日> 

<新> 

民生委員    西井弘子さん〔豊浦〕 

主任児童委員  内垣映二さん〔有井〕 

 

他の民生委員９名、主任児童委員１名は引き続
き再任、委嘱されました。 
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〔１０月３０日〕 

 ◎優 勝 上上津地区  

 ◎準優勝 岩谷地区  

 ◎３ 位 豊浦地区 

〔１２月２３日〕 

〔１１月２５日〕 

開会挨拶 富井会長 

地区対抗ボール入れ競争 綱引き決勝 岩谷ＶＳ上上津 

〔１０月  ３日〕 

 長尾は文武両道。運動会に続いては趣味と芸術作品展である。 

 日頃、センターを拠点として活動を続けている書道・華道などの
同好会からは入魂・入神の作品が、長尾幼稚園、長尾小からは授業
や指導の一環として取り組んでいただいた作品群が、やすらぎの里
赤松台からはカレンダー 、福寿会からは自慢の菊が展示された。
園児１００名からは小型おみこしとお祭用うちわが、小学２年２４
０人は音楽会への招待状が、６年生１７０名からは１２年後に託す
自分の姿の塑像が出品された。１２年後には長尾から多数のプロス
ポーツ選手が誕生し、オリンピック代表の多くを長尾小ＯＢで占め
る予定となっている。主催者概算で、出品者６００名、来場者３０
０名と決して運動会に負けていなかった。文と知の町でもある。 

  

自慢のおみこしを紹介してくれる 

幼稚園児 
書道、入神作品の数々 

〔１１月２１日〕 

 雲ひとつ無い秋晴れのもと、老若甴女約５００名
が参加し盛大に行われました。今年始めての「地区
別ボール入れ競争」中々思うようにはいかなかった
ようです。初代のチャンピオンは有井地区でした。 

 尐子高齢化が進む長尾町ですが、この日ばかりは
年齢を忘れ、大いに汗をかき、喋り、飲み、楽しい
充実した１日となりました。お世話していただいた
役員のみなさんありが 

     とうござい 

     ました。 

〔１１月２日３日〕 

  絶好のハイキング日和の１１月２５日、長尾町課題検討部会主
催の町内ウォーキングを実施しました。カナダからのお嬢さん２人
を含む５０数名が参加し、熊野神社から大歳神社・松林寺を巡りさ
らに一之宮神社から多聞寺の約７キロを半日掛けておしゃべりしな
がら楽しく歩きました。同じ町内でもなかなか訪れることのない他
の地区のお寺や神社を興味深く見 

学しました。 各神社では宮総代 

から神社の歴史やお祭りの説明を 

受け、多聞寺では住職からお寺の 

仏像等のお話を伺いました。昼食 

は地域福祉センターで民児協や婦 

人会の皆さん準備のおにぎりやお 

茶をご馳走になり、満足満足。 

秋晴れの半日、いい汗流しました。 
一之宮神社、宮総代より説明 

  自然豊かな我が町で季節の鳥を観察されて

いる方が居ます。下上津の◯◯◯さんが自宅
の近くで撮られた鳥たちです。 

 日頃なにげなく見ている鳥たちも季節の変
化の中で生きているんですね。きっと皆さん
の周りにもいますよ！探してみて下さい。 

ジョウビタキ ルリビタキ ヒレンジャク 

中国からの冬の渡り鳥 大きさはモ
ズぐらい  〔撮影：自宅の庭〕 

                            H23.3.11 

留鳥 ツグミの仲間 

〔撮影：森林組合の山〕 

 H26.1.24 

冬の渡り鳥ツグミの仲間 

〔撮影：森林組合の山〕 

 H26.1.24 

野鳥観察の勧め 
下上津 

前日のｺｰｽ整備に協力 

  

 畔焼などの焼却火から拡大する火災が大変多くなっています。 

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。周囲へ延焼拡大する可能性の尐ない場所で実施してくださ
い。焼却中は、そはを゙離れることは禁物てず。また消火器や水バ
ケツなとの゙消火準備し、終わったときは火を完全に消してくたざ
い。 

 さらに、風の強い日や空気か乾゙燥していると火災 

か起゙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。 

    婦人会活動で１番のお楽しみ日帰りバス旅行で小豆島に 

  行ってきました。１０月３日（月）の天気予報は「雨」最近 

 の異常気象による大雨や台風が度々やって来る中での当日は、 

 曇り空でほっとしました。往路は長尾から六甲北・山陽・播但
道路と走り姫路港～フェリーで福田港へ渡り小豆島に着きました。
約１時間４０分の船の中は、波も穏やかで他の乗客も尐なかった
為、外の景色も無鑑賞でお喋りに夢中、とても楽しいひと時でし
た。下船してから４０分ほどで昼食、雄大な海を眺めながら海の
幸に満喫、改めて健康が「生きがい」と感じました。昼食後は、
ロープウェイで寒霞渓に登りましたが、紅葉は未だだった為に景
色の感動が薄く残念でした。 

 その後映画村にも立ち寄り、 

昔の俳優や女優の大きな写真 

を見て私達の青春時代を思い 

出し、時の流れを感じさせら 

れました。予定の行程も無事 

終了し、一路長尾へと到着、 

雨にも合わず楽しい日帰り旅 

行を終える事が出来ました。 

❝縄ない❞に悪銭苦闘中 

楽しかったﾊﾞｽ旅行。ハイ ポーズ 

－２－ 

◇◇ バードウォッチング ◇◇ 

主催：㈱チューブ、〔一財〕神戸すまいまちづくり公社 

  曇り空の中、町内の北神戸ゴルフ場で第 

１回の神戸オープンゴルフ大会が開催され 

ました。ゴルフ発祥の地、神戸を舞台にま 

ちの名前を冠に掲げ、市民と地域が一体と 

なって作り上げられた大会でした。予選を 

勝ち抜いたアマチュア１１５名とプロ、研 

修生を含め１８４名が参加して競技が行われました。飛距離、アプ
ローチの腕前は大したもの、ギャラリーを驚かせていました。優勝ス
コアはプロ６６打〔３人のプレイオフ〕アマチュアも６６打でした。 

 長尾町ゴルフ協会も前日のコース整備、駐車場の整理等で協力しま
した。町内にも長尾会を始め各地区には親睦会があります。これを機
会にますます盛り上がる事を期待したいものです。 

１２月２３日（金）、長尾児童館にて福寿会のメンバーが先生と
なって「しめ縄教室」が開催されました。午前中、長尾小学校父
親クラブ（お母さんも参加）の親子、２０組５７名が参加し、そ
して、「お手伝い」として北中学校の「おたすけ隊」２名も加わ
りました。しめ縄作りは、わら縄作りよ 

りレベルが高く、皆さん、悪戦苦闘しま 

した。「今年、３回目だけど、むずかし 

い！」と、一生懸命、親を手伝っている 

子供の姿が印象でした。午後は、町内の 

方、約２０名が参加し、協力しあって各 

地区の神社のしめ縄と自分の家のしめ縄 

と立派に作り上げました。 
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