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平成２９年１０月発行 

編集後記 お悔やみ ご冥福をお祈りします。 

 <H29.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇１０月８日〔日〕 

 町内３神社 秋祭り 

   ※長尾神社は10月1日(日) 

 

 

◇１０月２２日〔日〕 

 ・神戸市長選挙投票日 

 ・衆議院議員選挙投票日 

  <投票所：長尾幼稚園> 

 

 

◇１０月２９日〔日〕 

 第３１回 長尾町民運動会 

  ・午前９時～午後３時３０分頃 

  ・長尾町公園 

 

 

◇１１月２日〔木〕・３日〔金、祝〕 

 第３８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 邦 輔さん[97才]H29.7.29 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１０月２１日〔土〕・１１月１８日〔土〕・１２月１６日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◆<豊 浦>谷 口 すみなさん[95才]H29.9.1 

 <H29.6.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

     
 １名 

《有 井》  

【受付時間】  

平日８時４５分   ～１７時１５分 

 長尾町自治会が有馬高原病院及び北神支所と災害時の援
助協定を締結しました。 

  ８月２９日、長尾町自治会、有馬高原病院、北神支所
の３者で、災害に関する援助協定を結びました。この協定
により、台風・大雨等の初期の段階で、周辺の地形などの
状況より、早めに避難されたい方を対象に、有馬高原病院
が院内の部屋を待避所として提供していただけるようにな
りました。利用されたい方は、災害発生時、各地区の自治
会長に連絡を取り申し込んでください。 

  

鈴木本部長（病院）   冨井自治会長 

     山本支所長（北神支所） 

★下上津地区の高齢で独居の方が１名、有馬高原病院へ避難されました。≪災害援助協定を締結後初≫ 

★神戸市西区と北区の土砂災害警戒区域に避難準備・高齢者等避難開始が発令されました。 

     <9.17 pm21:15 ～  pm23.15> ※皆さんの携帯にも一斉配信されました。 

★長尾消防支団は「防災指令２号」が発動され、各分団詰所の開設、警戒パトロールを行いま 

 した。特段の被害はありませんでした。 

※土砂災害警戒区域 ⇒ 長尾町にも、数ヶ所かあります。〔岩谷、下上津、有井、下宅原〕 
「土砂災害。水害に関する危
険予想箇所図」に詳しく掲載
されています。 

●自分の命は自分で守る ●危険な場所を知る  ●災害、避難行動を知る 

  ※頄目毎に、災害時にどう対応すべきか詳しく掲載されています。 

 ※６月、全戸に配布されています。無くされた方は、連絡所へ問い合わせて下さい。 

ご家族ご一緒に目を通してください。皆が分かり易い場所に保管！ 

                異常すぎる集中豪雨 

  平成26年  広島市土砂災害8月  丌安定な大気  死者77名  床上1301棟 

  平成27年  関東・東北豪雨9月  台風影響    死者14名  床上2495棟 

  平成28年  北海道豪雨8月  一週間で３つ台風  死者4名 （玉ねぎ、ジャガイモ大被害） 

  平成29年  九州北部豪雨7月   台風影響    死者36名  床上389棟 

◆<上上津>善 入 重 暢さん[83才]H29.9.15 

〔前回111号の続き〕 

試運転中 

 岡営農組合を 

設立して２年目 

の収穫作業、新 

しく５０馬力の 

コンバインを購 

入。更なる効率 

化・規模拡大に 

向け奮闘中！ 

                                 テレビのニュースで「こんな 

        災害初めてです。」「これまで 

        この地域には水害はなかった」 

        などと、被災地の人々の声をよ 

        く耳にします。温暖化よる気候 

        変動でこれまで災害に会わな
かった地域に大きな被害が出ています。河川等が
整備され、安心・安全な長尾町。大丈夫だろう
か？（是非この際、「くらしの防災ガイド」を再
確認してください。） 

                     喜多 

手続き等一覧 

 １．諸証明の発行 

  ◇戸籍に関する諸証明 

  ◇住民票の写し 

  ◇住民票記載事頄証明書 

  ◇印鑑登録証明書 

  ◇年金現況届の証明 

  ◇税に関する証明書〔納税、所得・課税（非課税）〕 

  ◇固定資産（評価・公課・課税）証明書 

 ２．期日前投票 

 ３．母子健康手帱の交付 

  （１０月より、ファミリア仕様にデザイン一新） 

 ４．車イスの貸出 

 ５．アライグマ箱わなの貸出 

 ６．地域団体、地域行事への支援 

 ７．その他、パスポート申請の案内等もあります。 

  詳しくは、連絡所（９８６－２５８１）へ問い合わせ下さい。 

◆<有 井>新 湯 清 久さん[86才]H29.9.19 

 １７日の夜、明石市付近に再上陸した台風１８号、長尾町では夜９時頃が風雨ともに
ピークとなりました。その後、北陸方面～北海道へと向かいました。この台風により： 



－２－ 

〔個人戦〕             〔NET〕     

 優 勝 赤井一隆  71.4  

 準優勝 採田和宏  71.4       

 三 位 石井敏弘  72.0  

〔シニア〕    〔NET〕 

 優 勝 石井敏弘      72.0 

 準優勝 大北健一   72.6 

 三 位 石井澄夫   73.0                           

※優勝、準優勝はハンディ差 

〔団体戦〕        〔NET〕     

 優 勝 岩谷 地区 217.2    

 準優勝 豊浦 地区 221.0        

 三 位 有井 地区 223.4   
表彰式＆懇親会 

個人優勝 赤井一隆さん 

９月３日 ９月１６日 

９月１９日 

７月１５日 

                      ※ 

 ９月１８日の敬老の日に７５歳以上になられる２７０名の方に 

自治会よりお祝いの品が贈られました。〔昨年は２６０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。その為に、まず、長尾町再発見・健康ウォ 

ーキングに是非参加して下さい。お待ちしています。 

 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。 
                 <H29.7.31住民基本台帱より> 

長尾町の人口１，３３６名   昨年比▲８名 

長尾町６５歳以上４３．７％   神戸市全体27.2% 

長尾町７５歳以上２２．８％   神戸市全体13.4% 

９月１８日 

 長尾町自治会が主催。長尾町の振興・発展を図るため、長尾町
の各種団体が一堂に会し、その事業全体の進捗状況、他団体との
インターフェイスに係る問題、組織の抱える課題、それらの解決
策などに関して客観的な視点で検討を加え、より効率的な運営の
実現を図るため、解決にむけて「協働」して取り組む場である。 

 

<参加の各種団体> 

・長尾ふれあいのまちづくり協議会 

・長尾婦人会 

・長尾地区民生委員児童委員協議会 

・長尾町福寿会 

・北消防団長尾支団     ・長尾小学校施設開放運営委員会 

・長尾農会代表       ・有馬交通安全協会長尾支部長 

・長尾地区社会福祉協議会  ・有馬防犯協会長尾支部長 

・青少年育成協議会長尾支部 ・長尾防災福祉コミュニティ 

  婦人会活動の中で一番のお楽しみは、日帰り研修旅行。７月 

 １５日私達会員３０名で神戸港帄船パレード見学に出かけまし 

 た。今年は神戸港開港１５０周年ということで、「日本丸」
「海王丸」「パラダ」など国内外の帄船と海技教育機構の練習船
が、神戸港に一堂集結し、大変な賑わいでした。フェリーに乗っ
て帄船の入港パレードを見ながらの昼食、そして午後は新港第一
突堤より、帄船を見学しました。お待ちかねの夕食は中華料理の
コースを満喫、又とない記念行事の機会に恵まれたこと、そして
健康への感謝、幸せを噛みしめながら思い出づくりの旅行となり
ました。 

 皆様の協力あっての 

婦人会です。一人でも 

多くの方のご入会をお 

待ちしています。今後 

とも、どうぞよろしく 

お願いします。 開港150周年 
帄の上に見えるのは“人”です。 

 秋晴れの日曜日、絶好のゴルフ日和、開場５０周年を迎えた北神戸
ゴルフ場で第３８回目となる町民ゴルフ大会が開催されました。地元
６３名、ゲスト１１６名が参加。西コースが北六甲有料道路の拡幅工
事に伴い、休止中であるため東、南コースで熱戦 

が繰り広げられました。１１日には第２回神戸オー 

プンゴルフ大会が開催される事も有り、ラフが長め 

に調整されており、ラフに入れると悪戦苦闘！ 

             懇親会では、腕の未熟 

             さをコース、クラブの 

             せいにして悔やむこと 

             しきり！来年はもっと 

             練習してきて！自慢 

             話ができればなぁ？ 

              お世話して 

             頂いたスタッ 

             フのみなさん 

             ありがとうご 

             ざいました。 

７月２１日 

７月２８日 

豊浦公会堂からイ
オンモール神戸北。 

暑かった！ 

８月２５日 

読売図書印刷からキリン 

麦酒神戸工場。読売では 

私達の訪問記事が即印刷 

配付されました。  ⇒ 

９月２２日 

長野川沿いから北 

神戸ゴルフ場内の
コース 
〔休止中の西コース〕 

 毎年9月のふれあい昼食会準備は「ふれあいのまちづくり協議
会」の福祉部会の担当です。 
 今回も婦人会及び民児協の女性陣による敬老の日メニュー
「赤飯御膳」。赤飯・豚の冷し 
ゃぶ・ずいきの和え物・茶碗蒸 
しの美味しい献立に参加者53 
名大満足。「ごちそうさま」。 
 食後の腹ごなしには冨井自治 
会長他各地区長から各自治会の 
話題・ニュースを披露してもら 
いました。 皆さんの消化の助 
けになりましたかしら？ 

美味しかった「赤飯御膳」 

◇ 岡  8月11日第  2回 「納涼BBQ大会」約40名 

◇上上津 8月 5日 第17回 「納涼の夕べ」約200名 

◇有 井    7月30日第  8回 「夏まつり」約70名 

◇岩 谷 8月27日第36回 「岩谷納涼大会」約170名 

上上津集会所の植木剪定 上上津市民公園の草取り 

 台風１８号が去った後の１９日、上上津地区福寿会の総勢２２
名が地域の社会奉仕活動で汗を流しました。集会所の草取り・植
木の剪定、上上津市民公園の草取り、更に、地区内２ヶ所のバス
停周辺の草取りと清掃、毎年この時期に行っているものです。こ
の施策は北区老連の年間行事の一つとして各地域で実施されてい
ます。長尾町の他地区でも項次実施される予定です。快い汗をか
いた後、冷 

たい麦茶を 

飲みながら 

世間話に花 

が咲きまし 

た。ご苦労 

様でした。 

  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。 

  


