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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１５日〔土〕  ・５月２０日〔土〕 ・６月１７日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◇お花見 

 ・４月８日（土）下上津 熊野神社駐車場 

 ・４月９日（日）下宅原 公会堂で花見会 

編集後記 
お悔やみ 

ご冥福をお祈りします。 

 <H29.1.1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。 

 長尾川周辺の桜も見ごろとなりました。今年は長尾町から５名の新一年生
が真新しいランドセルを背負い、希望に胸ふくらませ長尾小学校へ入学しま
す。地域の皆様の温かい見守りをお願いします。 

〔長尾小学校全体では２１７名が、新一年生として入学されます。〕 
 

   長尾町自治会の新体制が決まりました。昨年度実施しました「長尾町課題検討部会」の議論等
の経緯を踏まえ、自治会は今年も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。 

                 【新体制】 

     自治会長 冨井 昩博〔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 豊浦 貞夫〔新任〕豊浦 

        理事 採田 芳博〔留任〕岩谷      理事 伊藤 文夫〔新任〕有井 

        理事 西ノ上 強〔新任〕上上津     理事 岡 博文 〔再任〕岡 

《 有井自治会長 》 

 この度の役員改選において、自治会長を仰せつかる事に
なりました。前会長のもと、二年間副会長の立場でご指導
頂いてまいりましたが、自身勤まるか尐し丌安が先立ちま
すが、歴代会長や自治会員の皆様のご指導、ご協力を賜り
ながら誠心誠意努めてまいる所存でございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。  

                    伊藤 文夫 

 ・４月３０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10日 

 ※各地区の自治会へ申込んで下さい 

◆<上上津>冨 井 治 良   さん[89才]H29.3.7 

神戸市4月1日付関連分抜粋 

・北区長       大寺 直秀〔市社会福祉協議会〕 

・長尾連絡所長    田中 裕行〔西部市場長〕 

・市公園緑化協会理事長 高武 秀年〔北区長〕 

・市外国語大学事務局  森  隆 〔長尾連絡所長〕 

〔 〕内は旧所属 

 六甲北有料道路の供用開始から年数が経過し、周辺状況の変化によ
る渋滞の発生や、施設の老朽化等の問題に対処するため、神戸イン
ター～大沢インター間の４車線化〔延長約１㎞〕の改修工事が実施さ
れています。 

１．工  事  名  六甲北有料道路〔神戸北ｲﾝﾀｰ～大沢ｲﾝﾀｰ〕道路 

２．発  注  者  神戸市道路公社            改良工事 

３．請  負  者  村本・窪田特定建設工事共同企業体 

４．計画工期    平成２９年１月２１日～平成３０年９月１４日 

５．工     程  神戸ｲﾝﾀｰ～大沢ｲﾝﾀｰ間の４車線化 

 ※工事期間中、大沢ｲﾝﾀｰから八多方面への側道が一部通行止めとなります。 

  また、隣接する「北神戸ゴルフ場」の西コースも、３月１３日より平成３０ 

  年８月末までクローズとされ、南・東コースの１８ホール営業となります。 

平成２９年 ４月発行 

◆<豊 浦>豊 浦 か ね   さん[93才]H29.2.20 

 １名 

新自治会長挨拶 
《 上上津自治会長 》 

 この度、奥町前自治会長の後任として上上津自治会長を
務めさせて頂くことになりました。私のような若輩者が大
役をお受けし身の引き締まる思いでございます。地域の皆
様が元気で明るく暮らせるように、安全で安心な住み良い
町づくりに努めると共に、「健康寿命延伸のまち長尾町」
を目指して、微力ながら精一杯努力させて頂きます。より
一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

                    西ノ上 強 

◆<岩 谷>赤 井 久 司   さん[81才]H29.3.12 

 ≪ 豊浦自治会長 ≫ 

 この度、豊浦地区の自治会長を務めさせて頂くこととな
りました。 

今、地区・町は問題山積！！ 尐子・高齢化が急速に進み、
対応が追いつかない状態です。地区・町内の隠れた魅力を
探し出し、地域活性化の成功例を参考にして、地域の人々、
子、孫がここに住んでいて良かったと思える町（里）作り
を皆様と共に進めたいと思います。 

 あすは無いかもしれませんが、明るいあさってを信じて

…種蒔きをしましょう。         豊浦 貞夫 

 <H29.1.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

     
      

１名 

《有 井》  

  岡公会堂が昨年１２月２７日の火災で焼失し、
長尾町の皆様にはご心配をかけた上に、ご丁重な
お見舞いを頂き感謝しております。 

 各地区の公会堂と同様に、岡地区においても公
会堂は地域活動の中核であり、地区内の諸問題の
討議会合の場として、また各種食事会等の地区住
民の交流の場として、必要丌可欠なものです。ま
た、岡地区においても高齢化が進んでおり、集会
所の無いままでは、自治会活動や各種団体の衰退
や消滅の可能性が高く、公会堂再建が急務です。
岡地区が一丸となって、行政のご協力を頂きなが
ら公会堂の再建を目指 

し頑張っていますので 

、何卒あたたかいご支 

援をお願いします。            

 <岡自治会長 岡 博文> 
 再建プラン検討会の様子 

 いよいよ春！ 

 何かウキウキしますね。 

 各地区、各種団体も新体制での
スタートです。入学シーズンも到
来。町内からも５名の新一年生が
デビュー。これから楽しい事いっ
ぱい・・・私達大人も長尾を元気
にしてくれる子供達の成長を見
守っていきたいですね。 

           М・Ｏ 

 １名  １名  ２名 



－２－ 

〔３月２３日〕 

〔１月１６日〕 

〔１月２８日〕 

〔３月８日〕 

 岩 谷 淡路海鮮三昧 
     日帰り旅行  
３月１２日 ２１名参加 

 上上津 多賀大社と近江牛満喫 
     日帰り旅行  
 ２月２３日 ３７名参加 

 下上津 三年ぶり伊勢参り 
     一泊旅行    
２月１０～１１日   ２０名参加 

〔１月 ９日〕 

粟鹿神社 出石神社 篠山・春日神社 

170名の卒業生〔和服姿が多くみられました〕 

    県警警察官が真冬の天神池に潜った。窃盗犯が金庫を盗んだ後、
証拠を隠すために池に投げ込んだとの自供を裏付けるための現物回
収であった。地元ギャラリーの見守る中、早朝から潜水着装備の専
門官およびスタッフ計１０余名による捜査が開始、ほどなく回収に
成功。よくぞフェンス越しに投げ入れたものだと驚くほど大きい金
庫であった。水利組合も前々日から水位下げに協力した甲斐があっ
たと言える。豊浦地区から上津台1丁目に通じる道路沿いに位置す

る天神池周辺には丌法投棄が目立ち、自治会長以下、頭を痛めつつ
も一定の成果は挙げている。本件も丌法 

投棄の一種であろうが、金庫投げ入れに 

は対策が 

難しいぞ 

！！ 

 「北区計画2016～2020」のスタートに併せ、長尾町の
課題を解決するため、５つの検討部会を発足させ取り組
んでまいりました。〔各部会７名〕 

 ①健康寿命延伸のまちづくり 

 ②農業経営のあり方 

 ③社寺・伝統行事・歴史遺産の伝承 

 ④多世代同居・空家対策 

 ⑤交通弱者対策 

 ５回の検討部会開催、西区岩岡町の視察および、 

「長尾町再発見・健康ウォーキング」を実施しました。 

 難題ばかりであり、地域の中で問題解決するには無理があり、具体
的な成果は乏しかったかもしれません。しかし、今回のワーキングの
中で様々な意見が交わされました。その過程が今後に生きてくるので
はないでしょうか？   

 今後とも私たちが問題意識を持ち続け、新たにチャレンジする集団、
先兵になって行きたいものです。 

  

☆☆ 街づくりに知恵と汗を出し、このまちを子ども・孫・ひ孫の世代に引き継いでいくために ☆☆ 

※活動を取りまとめた「記録集」を作成しました。必要な方は、各地区の自治会長に申し出て下さい。 

白熱した議論を展開中！ 

 約２５名が参加して、防災コミュニティの訓
練・研修を実施しました。初めに上津台上水道
ポンプ場にて給水ポンプの作動訓練、その後、
熊野神社公会堂にて防災研修、保身訓練等を行
いました。ポンプの作動訓練では、全員が協力
して給水部品を組み立てました。ポンプ場の地
下には大容量貯水槽があり、参加者は災害時の
「安心」を確認することができました。    

手動給水ポンプを 

組立中 

〔１月 １３日〕 

探索中のFrogmen 金庫回収成功 

 この冬一番の大雪となった１６日、恒例の初詣三社参り４６名で
行ってきました。長尾町では日陰の斜面に雪が残っている程度でし
たが、丹波の国に入った途端、あたりは一面の銀世界〔50㎝以上〕    

 雪をかき分けてのお参りとなりました。健康寿命の延伸、家内安
全、金運成就など願いは厚かましいことばかり！ 叶えてくれはり
まっか？ 雪の中、事故も無く楽しい旅となりました。 

個人優勝 鍛冶さん 

 有井 久美浜カニ＆ぶり 
    お腹一杯日帰り旅行  
 ２月１２日 １８名参加 

〔３月 １２日〕 

 長年にわたり火災なとの゙災害から区民を守るため
に活躍されている消防団員への感謝として、北防火
安全協会、北区連合自治協議会の２団体から、第二
分団 安井良平さんに「北防災の賞」か贈゙られまし
た。 

第一分団長  三谷 和正（昇任） 

第二分団長  善入 大介（昇任） 

第三分団長  北野 真也（昇任） 

第三分団２班代表（副分団長） 

       小西 将則 

第四分団長  大西 利昌（昇任） 

   北区連合婦人会防災委員の研修会が京都市民防災センターで 

  行われました。長尾婦人会から２名が参加、時々粉雪が舞うと 

 ても寒い中、職員に見送られ北消防署をバスで出発しました。京 

 都市民防災センターは、防災・災害について疑似体験等を学べる 

 施設です。立体画像で地下街が水没する様子や、風速１０ｍから
３０ｍの強風体験、また、ホテル等で火災にあったらどうするか、
更に、煙の中の脱出の仕方等色々な体験をしました。幼稚園児や家
族連れの若いグループ等、多くの人たちが見学に来られていました。  

 最近、地震や水害など災害が多くなり、京都 

市民は勿論の事、多方面からの見学者も多く防 

災意識も高まって 

います。！ 

“イザ”に備え 家族で話し合って下さい  防災グッズ等は？ 

県警スキューバチーム 

 毎年恒例、五町持ち回りのイベント、今年度は鹿
の子台自治会が为催。Ａrea Do三田ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰで
開催されました。各町選りすぐりの選手１１０名で
熱戦を繰り広げ、個人では有井地区の鍛冶 

さんが１ゲーム２０８ピンの高得点で見事 

優勝！ 参加して頂いたみなさん、ありが 

とうございました。 

〔３月 １７日〕 

修了証書を頂きました 

 晴れ渡った早春の日、４９名の園児が大き
な声で修了証書をもらいました。緊張した中
にもほほえましい雰囲気がただよう式でした。    

 ４７名が長尾小学校へ、２名が大沢小学校
へ入学します。 

 桜の蕾もまだ固い、多尐肌寒 

い感じの朝でした。 

 卒業生１７０名が上村校長よ 

り一人ずつ卒業証書を授不され 

ました。昼過ぎの門送りのとき 

は天気も温かくなり、恩師、父 

兄、地域の人たちに送られ元気に巣立っていきました。 

 


