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平成３０年 １月発行 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 
 ・１月２０日〔土〕 ・２月１７日〔土〕 ・３月１７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。 

 <H29.10.1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〔金〕 
 
◇長尾町新春の集い １月２２日〔月〕 
      自治会   北神戸ゴルフ場 
 
◇北区新年のつどい １月１９日〔金〕 
      北振協議会 すずらんホール 
 
 

平成３０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 

 長尾町で７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９年４月２日～平成１０年４月１日にお生まれの方〕 

岡 田 壮 太 
奥 井 達 也 
中 西 沙 耶 

岩   谷 

下上津 

この年の主な出来事 
   <平成９年度> 

抱 負 

 <H29.8.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

 
◇多聞寺 毘沙門天大祭 １月１３日〔土〕 
 
◇新春恵方三社初詣の旅〔紀州〕日帰り  福寿会 
          １月１７日〔水〕 
 
◇左義長〔とんど〕 １月１４日〔日〕 父親クラブ 
      長尾幼稚園グラウンド 
  ※参加申込受付中、申込・問合せは長尾児童館 
                 986-1639まで 

◆<下上津>小 南 邦 治さん[84才]H29.10.1 

 
  
 ２０１６年１２月に焼失した岡公会堂の再
建計画が岡自治会長並びに山中副会長を中心
として進められ１１月１２日、無事に地鎮祭
が執り行われました。 
  

          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 
         ３０年・戌年の新年をご家族
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
ら感謝致しますとともに厚くお礼申し上げます。 
 彼岸花は毎年刈ってもかっても次の年には同じ
場所に花を咲かせます。これが可能なのは根っ子
の２割程度しか地表に出て花をつけず、残りは土
の中で咲く順番の年を待つのだそうです。子孫を
残し、生き続ける為の知恵なのでしょうか、芭蕉
が唱えた丌易流行という言葉がありますが、永久
に変動しないものと時代により常に新しくなって 

いくもの、常に新風を求めて変化するところか
ら永遠性をもつものが生まれてくることを指し
ています。 
 私達のまち長尾町も、丌易と流行、二つの要
素を調和させ、培ってきたしきたりや伝統行事、
歴史的遺産などの根っ子を大切に守りながら、
時代の変化、風を読み、新しいことにチャレン
ジして長尾町に根付いた新しい花を咲かせてほ
しいと願っています。今年も役員一同、皆様と
一緒によりよ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。 

冨井自治会長 

◆<上上津>酒 井 美智代さん[92才]H29.10.1 

◆<下上津>片 山 常 雄さん[89才]H29.11.1 

《上上津》  

２名 

上上津 
 

棈 松 匠 
上 村 まどか 
土 居 陽 菜 

坂 本 浩 顕 

〔前回１１２号の続き〕 

12月２１日 
に棟上げが 
行われ、今 
年の３月に 
竣工の予定 
です。 

・岩谷公会堂落成     ・消費税３⇒５% 
・山陽自動車道全線開通        ・日本シリーズ 
・ＪＲ東西線開業       ヤクルト優勝 
・たまごっち大流行 
・サッカーワールド杯初出場が決定 

 １１月30日～12月１１日にかけて、主に長
尾川に架かる橋を中心に18橋梁で定期点検が実
施されました。点検に 
当たり通行止めにする 
など近隣の皆様には、 
ご迷惑をおかけました。 
点検結果、丌良個所に 
ついては別途、補修工 
事が行われることと思 
われます。 

 特殊車両による点検中 
 ＜下宅原 鉄屋橋> 

◇社会人として頑張ります。  〔岡田〕 

◇理学療法士を目指し日々勉強しています。将来、沢山の人を笑顔にできるよう頑張りたい〔奥井〕 

◇社会人としての自覚を持ち、自分の目標を決めて努力していきたいです。〔中西〕 

◇皆さんに信頼され、安心してご利用して頂ける鍼灸師になります。〔棈松〕 

◇社会の一員として責任を持ち、概念にとらわれず自分らしく感性を大切にしていきます。〔上村〕 

◇自分の夢を叶えるために、感謝の気持ちを忘れず、尽力していきたいです。 〔土居〕 

      平成１５年１０月号より新たに 
     「ながお町かわら版」として再ス 
     タートした町内の広報誌も１５年    
     目を迎かえました。この１５年に 
     長尾町も、随分様変わりしたもの 
     です。長尾小の上津台移転、大型
商業施設のオープン等々、特に人口が大幅に
減少し〔S60.10国勢調査1,746 ⇒ H29.7住民
基本台帱 1,336〕高齢化率も43.7%と高齢化が

進んでいること・・ しかし、ここは踏ん張
り所、古き良き長尾の伝統文化を継承しつつ、
中高年世代も老いることなく「健康寿命延伸
のまち長尾町」を今年も盛り上げていこうで
はありませんか？隣近所のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、地域の
連携、思いやり、笑顔・・・    K.oonishi 
 

あべまつ 

 厳粛に執り行われた地鎮祭 

◆<有 井>桂 正  健 さん[72才]H29.12.19 
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〔１１月２１日〕 

〔１２月２３日〕 

〔１１月  １４日〕 〔１１月２日３日〕 

  
 空気が乾燥し、火災が非常に発生しやすい季節です。火災の原
因はそのほとんどが丌注意によるものです。焼却火の延焼拡大や
暖房器具の取り扱いなどは、特に注意をお願いします。 
 平成３０年が災害のない一年となりますよ 
うに・・・・ 

－２－ 

１０月２７日 １１月２４日 １２月２２日 

 有馬高原病院と長尾町の間で援助協定が、昨年結ばれた 
ことを受け、災害時に緊急待避所として利用できるように 
なったことから、皆さんに実際に体験していただけるよう、11月21
日、高齢者を対象に災害時の避難訓練を実施しました。各地区自治会
長、ほか各地区の民生委員・婦人会等の支援者（サポーター）が、各
地区からの参加希望者約20数名（要援護者）を車で病院へ搬送し、待
避所となる病院の宿泊施設を見学しました。 
 その後、災害時に活躍する警察の機動装備車輛やドローンなどの各
種救命器具の使用実演を見学し、さらに災害避難時に自分の身をまも
る注意点等の説明を受 
けました。災害の際に 
高齢者が早い時点で安 
全に避難できる施設と 
して貴重な避難訓練を 
体験をしました。 

 趣味芸展への入場者を迎える
のは、岩谷地区「蔓の会」の寄
せ植えと、岡田さん兄妹による
蔓のリースである。 
 入口左手のテントでは名人た
ちが伝統を守る菊花展である。
太陽が先週日曜日の運動会には
役に立てずにすまぬ、すまぬと
言い訳しながら、菊花展を盛り
上げた。 
 2階で注目を集めたのは松風成
三氏による姫路城模型である。
つまようじ、竹ひごなどの小さ
な素材を接着して立体が形成さ
れている。天文学的な時間を必
要としたのだろうとの推測は難
くない。松風氏の偉業を鑑賞し、
苦労を想うスタッフのみなさ
ん！ 

  

 松林寺から茶 
臼山へ暑かった 
！ 

 熊野神社から里
道を通り三田狭間
が丘方面へ 

 神戸市最北端
岩谷の道祖神か
ら行者堂 

上上津地区にお住いの、石立さんご一家をご紹介します。 

 ①おじいさん、②おばあさん、③お父さん、④お母さん、⑤５年
生、⑥４年生、⑦１年生、⑧４歳、⑨３歳、さらに昨年には６人目 
の⑩赤ちゃんが誕生し です。 ＋⑪猫1匹も。 
  お母さんは子育てに専 
念し、洗濯などの家事は 
おばあさんが・・洗濯は 
毎日3～4回も。赤ちゃん 
も自然に誮かがあやして 
くれるなど、上の子が下 
の子の面倒をよく見ると 
のこと。 
 少子高齢化が進み、老 
人だけの世帯が多い長尾 
町にあって、３世代が仲 
良く暮らされている、笑 
 顔が一杯のご家族です。 

避難訓練用のテント 各種救命器具の使用訓練 

◇つまようじ、竹ひご作りの姫路城など◇ 

 今年も多くの方に来場して頂き充実した作品展となりました。 

蔓のリースの出展者である岡田さん兄妹 

松風棟梁の手による姫路城 

 ・  50万歩 ⇒ 14名 
 ・100万歩 ⇒ 13名 
 ・150万歩 ⇒    10名 
 ・200万歩 ⇒   7名 

～ 神戸市「水の科学館＜兵庫区楠谷町＞」他 ～ 
   朝から小雨の降る肌寒い中、水道施設見学会として神戸市 
 「水の科学館」に行きました。そこでは３Ｄシアターを見て、 
 これからの水道事業の問題点を考えさせられました。水道管の 
 老朽化や人口減による水の使用量の減少によって起る❝水の滞
留❞この滞留を防ぐためにも、もっと水を使ってほしいとのこと
でした。その後、災害に強い水道づくりとして、整備された大容
量送水管〔直径2.4m〕が敷設されている奥平野立坑を見学しまし
た。深さ５０ｍの階段を降りていき、少し足は疲れましたが、そ
の深さや大きさに驚きました。     
 昼食後、次に行った所は、今年３月から稼働しているポートア
イランドに建設された港島クリー 
ンセンターです。外観からは、ゴ 
ミ処理施設とは思われない立派な 
建物でした。大量消費時代の現在、 
ゴミは増えるばかりです。少しで 
も少なくして出したいものです。 
 最後は、沢の鶴資料センターを 
見学し、試飲をしたり、お土産を 
買って帰路につきました。 ==シールドマシンと覆工の状況== 

１１月 ８日〔水〕豊浦 小豆島日帰り旅行  １１名参加 

１１月１５日（水）下宅原天橋立方面バス旅行 １９名参加 

１２月 ６日〔水〕岡 佐津温泉日帰り旅行  １３名参加       

※写真は、水道局大容量送水管整備事業のパンフレットより 
 
 

〔１１月１０日〕 ◇北神戸ゴルフ場会場５０周年記◇ 

 町内各地区、婦人会、福寿会他がチーム
を組み、約60名が初めてゴルフ場コースで
プレイ。グリーンの上、ラフの中で悪戦苦
闘、それでもホールインワンが３名。爽や
かな汗をかきました。面白かった！ 

グリーン上で慎重に！ 

 12月23日（土）、長尾児童館にて恒例の「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、約
１０組２０数名が参加しました。お父さ 
んは日ごろ触れることのない藁〔わら〕 
を相手に悪戦苦闘し、子供たちも目を輝 
かしてお父さんを手伝っていました。ま 
さに親子の共同作業でした。 
 午後は、町内の方、１０数名が参加し、 
午前中とは対照的に「身近な藁」を慣れ 
た手つきで、昔に戻ったように取り組ま 
れました。そして、地区の宮総代の方も 
「神社のしめ縄」を立派に作り上げまし 
た。  

～ 藁を相手に悪戦苦闘 ～ 

真剣な眼差しで、田中福寿会 
会長の作り方説明に聞き入る 
子供達 
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