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熊野神社の神楽

熊野神社の神楽

【発行：長尾町自治会】

住 所：長尾町宅原 319-2

連絡先：長尾連絡所

(電話)078-986-2581

かわら版では順次、⾧尾町 7地区を紹介していきます。

昨年、下上津地区は自治会規約を見直すなど、プチ改革を行いました。 改革に至った背景

及びその内容を簡単に紹介いたします。

戸 数 (法人２社を除く) 84 戸（5 か所の隣保に所属）

住民数 (他所在住者 18 名含む) 254 名

( 内70歳以上 71名） 28％

（内小学6年生以下 8名） 3％ 平均年齢 56.0歳

人口ピラミッドは、まさしく逆三角

形を示しています。１５年後には住

民の大半が年金世代となります。

今後どんどん若い人々の地域外へ

の流出が進むことも想定されます。

このような環境にあって、下上津自治会を存続させるために何かしなければとの思いを持って、有

志がプロジェクトチームを立ち上げ、「改革」に本格的に着手したのが５年前でした。

基本理念

➊ 古き良き伝統と文化（原風景）を次世代に残す。
❷ 住民の相互交流と親睦をより一層推し進める。
❸ 老人・子供たちの安全は、地域住民が「皆で守る」風土を維持する。
❹ 行事・諸会合へは、それぞれの立場で積極的に参加する。

特に下上津地区は、新たに出来た「上津台」「イオンモール」「プレ

ミアムアウトレット」により３箇所に分割され、それぞれが飛び地の状

態となり、昔のような「向う三軒両隣」としてコミュニケーションをとる

のも難しい環境となっていました。

作業に入って５年、紆余曲折はありましたが、自治会員の皆さんの

御協力もあって、「下上津自治会規約」を基本理念の柱となる、実態

に即した内容に見直すなど、第一段階の「改革」を終えることができ

ました。

しかし、まだまだ本当の「改革」は始まったばかりです。今後も、安全

・安心で住みよい「下上津地区」を目指してまいります。

以下が心強い仲間です。

下上津地区自治会長 片山保雄

会 ⾧ 片山 保雄 「阪神タイガース命!」
副会⾧ 青木 国弘 「ラジオ体操命!」
理事（１隣保担当） 岡村 広一 「地酒命!」
理事（２隣保担当） 安井 良平 「釣り命!」
理事（３隣保担当） 善入 康雄 「山田錦命!」
理事（４隣保担当） 平井 彰広 「家族命!」
理事（５隣保担当） 小南 昌玄 「ボウリング命!」

今の下上津地区

がぐら
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-- さなぶり旅行 --

-- 親睦旅行 --

7 月 1 日、長尾町公園において消防団員 93 名、防災福祉コミュニティ

40 名が参加して合同夏期訓練が行われました。北消防署指導のもと、

消防団は規律訓練や小型動力ポンプ操法競技会を実施しました。

防災福祉コミュニティでは子供たちも参加して、応急手当や簡易担架

搬送訓練、消火器取扱訓練、土のう積みの水防訓練を行いました。

長尾が安全で安心して暮らせるよう、日ごろから助け合い精神を持ち、防災力の向上に努めたいも

のです。 暑い中、お疲れ様でした。

6 月 28 日、総勢 36 人。庶民教育の最高峰である岡山

県備前市は閑谷学校(しずたにがっこう)を訪ねる旅でし

た。幕末期の識字率から判るように近世日本の庶民教

育は世界的に抜きんでていました。

目的地の由来を知る一行は、往路、襟を正し、背筋を

伸ばして、閑谷学校につきました。事前に各自がネットで

予習しつつ目的地に向かい、現地では開祖岡山藩主、

池田光政の業績を偲びました。

学習は、年齢・環境に関せずある程度実行可能です。

我々福寿会員も茶話会や昼食会に出席して世間様と

のつながりを絶たず、

かわら版やときには論語

に目を通すことなどにより

知力を保ちたいものであ

ると痛感しました。

今年の日帰り旅行は、会員33名が淡路島に行ってきました。 6月15日、小雨降る中、長尾を出発し、車窓からあちこ

ちにたまねぎ小屋を眺めながら「大石びわ観光園」に到着しました。悪天候の為、びわ狩りはできませんでしたが、収穫

されたびわをほおばり、初夏の味覚を満喫しました。

その後、「たこせんべいの里」に立ち寄り、試食をしながらお買い物でしあわせ

タイム。お昼頃から天気も回復し、次の「パルシェ香りの館」では、ラベンダー畑を

見渡し、ハーブや芳香樹木に囲まれたテーマパークを見物しました。昼食は、ウェ

スティンホテルの洋食ランチビッフェでお腹いっぱい、健康に感謝！

その後、淡路島公園であじさいを見物して、予定の行程を無事終了しました。

盛りだくさんの見どころに思い出を残し、楽しい初夏の淡路島巡りとなりました。

神戸市北消防団⾧尾支団・⾧尾防災福祉コミュニティ合同訓練 7月 1日

新 福寿会会⾧ ご挨拶

閑谷学校

鶴鳴門（校門）

この度、田中前会長の後任

として長尾町老人クラブ福寿

会会長を務めさせて頂くこと

になりました岡地区の馬場聰

彦です。

この地で長年にわたり先輩

の方々が育ててこられた福寿会の活動を基に、

それを維持発展させる責務を感じて気を引き締

めています。

「健康」「友愛」「奉仕」の三大活動を基本指針

として、高齢者の健康づくり・仲間づくり・地

域づくりを目標に、シニアスポーツ・趣味の集

い・地域ボランティアなどの活動を積極的に進

めて参りたいと考えています。よろしくお願い

致します。
馬場聰彦



ながお町かわら版 第 115号 平成 30年 7月

3

4 月 29 日の日曜日、雲一つない青空のもと行われました。

130 名が参加し、和気あいあいの雰囲気の中で、好プレーにも珍プレーにも、あちこちで歓声が

上がり、楽しい時間を過ごしました。

毎年好評の婦人会によるカレーライスも、お代わりができなくて残念がる人が出るなど、今年

も大好評でした。

この日は、気温が高くなりましたが、日頃の運動

不足も少し解消でき、気持ちの良い汗をかいて、

心も体も軽くなった一日となりました。

会場設営をしていただいた福寿会の皆様、そして

交通誘導・警備をしていただいた消防団の方々、

ありがとうございました。

今年 3 月末に終了した「長尾町再発見・健康ウォーク」。「もっ

と続けて」という希望が多く、「パート２」として再開しています。

昨年は長尾町の名所旧跡をあちこち見て回ったので、今年は

そのコースのおさらいや、まだ行っていない隠れたスポットを訪

ねてみます。行き先は当日発表のミステリーツアーやちょっと足

を延ばして近隣の絶景スポットにも行ってみたいと思います。

5 月は長尾町で一番でっかい豊浦地区の数合池の見学と鹿

の子温泉、それに新築なった岡地区の公会堂へ行ってきました。

参加希望者は地区長さんに連絡してください。

長尾町自治会長 大江重治

「健康ウォーキング」続けています。毎月第４金曜日

第9回⾧尾オープングラウントゴルフ大会 4月 29日

麦 畑（下上津） ＝昔懐かしい光景＝

熊野神社の西側下方に 1ha を超える麦畑が広

がっていました。春過ぎて、麦の穂が実を付け、

昔よく見られた懐かしい光景でした。

松本農園（本社、三田市）が 2 年前から岩谷口

バス停の隣に店舗を構え、野菜等を販売しなが

ら、今年は下上津で小麦を栽培しました。小麦

は６月中旬に収穫され、JA に出荷されました。

【 上上津 】

1名

こんにちは赤ちゃん

数合池にて
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岩谷地区 岩谷市民公園で「お花見会」 4月 2日

３月に完成した公会堂で、４月１５日、落成式が行わ

れました。来賓には長尾町自治会の役員・関係者、再

建に際してお世話になった方々、合わせて１９名が招待

されました。

前夜から降り出した雨も朝には上がり、紅白の幕が張

られ、お客様をお迎えしました。落成式の後、祝宴があり、

皆様和やかに食事され、予定の時間になっても帰られる

方もなく、「お開き」の声で終宴となりました。

「茶話会」4月 27日（毎月第2・第 4金曜日）
＝淡河定住促進センター活動紹介＝

岡公会堂の落成式 4 月 15 日

桜が満開となった４月２日、地域では初めての「お花見会」を岩谷市民公園で催しました。福

寿会が中心となり地域内に案内を配付したところ、１４名の方が参加して、賑やかな楽しい会と

なりました。

近所に暮らしていても、中々会話が少なくなった昨今、

桜と共に、よもやま話にも花が咲き、時間の経過も忘れる

るほどでした。 ほどでした。

誰か〔？〕がハーモニカで昔懐かしい歌謡曲を演奏、お

花見会が一層盛り上がりました。来年からもこの会を定着

させることを約束しお開きとなりました。

毎月 2回、長尾地域福祉センターで実施されている「茶話会」。４月 27日は淡河町の地域振興を担当され

ている武野辰雄（たけのたつお）氏を講師に招いて、都市住民の淡河への移住を勧める活動について

紹介していただいきました。

神戸市は、市街地から田園地帯への移住を促進するため、「農村定

住促進コーディネーター事業」のチーム員を組織して、まずは空家の利

用に取り組んでいます。武野講師は当該チーム員として「淡河宿本陣

跡」を本拠地に 200 組余の都市住民との面談を済ませ、成果がボチボ

チ芽を出しそうな状態だとのこと。医療設備なし、スーパー・コンビニなし

の状態でも、田舎での子育て、里山での生計に魅力を感じる都市住民

が一定数存在している事実があるので、何とか契約締結につなげたいと話されました。

人口減少、高齢化に関しては淡河に引けを取らない長尾に、連携呼びかけのハッパがかけられた茶

話会でした。

編集後記

かわら版をご愛読の皆さま、この度編集委員の一人と
してデビューいたしました。宜しくお願い申し上げます。
当初「長尾町自治会だより」として昭和 60 年 7 月号の発
刊以来、途中「ながお町かわら版」としてリニューアルし
て今回で 33 年間、115 号目。素晴らしい由緒ある情報
誌の編集員の一人に加えていただき、今更ながら気が
引き締まる思いです。情報誌本来の趣旨である「情報の
提供により地域の絆を深める」のに少しでもお役にたて
ればと思っております。 Yasuo.katayama

〈上上津〉保代カヅ江さん[満84才] H30.04.23

〈下上津〉片山 弘 さん[満95才] H30.05.10

〈岩 谷〉奥井 和子さん[満78才] H30.06.23

おくやみ


