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お悔やみ ご冥福をお祈りします。

<H21.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◆<上上津>坊ヶ内 重 雄さん[80才]H21.5.13

梅雨が空けたとはいえ、蒸し暑く、寝苦しい夜がつづきます。五月には神戸市内で新型インフ
ルエンザの感染が確認され大騒ぎとなりました。秋にも予想される第二波に備えて、日頃から手
洗い、うがいなどを習慣づけていきたいものです。

今回は、町内で計画されている夏のイベントをひろってみました。

「長尾町納涼カラオケ大会」は、平成１８年度の第２４回以降２年間、開催日〔８月
１５日〕の丌都合などから中止されたままとなっています。ながおふれあい町づくり協議
会のメンバー等と話し合った結果、来春のイベントとして、各地区、団体毎に出店するな
ど「長尾町昔懐かし縁日」〔仮称〕のようなイベントを考えています。アイディアをお寄
せ下さい。

行 事 予 定

〇７月２０日〔月〕長尾グリーンゴルフ大会
<北神戸ゴルフ>

〇８月３０日〔日〕河川・道路愛護クリーン作戦
<各地区>

〇９月 ６日〔日〕町民ゴルフ大会
<北神戸ゴルフ場>

新自治会長紹介<シリーズ第十三回>  

平成１１月２月に茅葺屋根として、神戸
市登録有形文化財に指定された、岩谷地区
の「赤井家」で約４０年ぶりに本格的な茅
葺屋根の葺き替えが行われています。

６月６日に茅葺体験会が開かれ市内、他
府県からも多くの参加者があり有意義な１
日となりました。翌日の神戸新聞にも大き

くとりあげられました。
葺き替えは完了しま

したが、家屋全体の工
事完成は、来春の予定。
地域のコミュニティの
拠点としても使用され
る予定です。 《連絡先：あかい工房078-986-5348》

<H21.4.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。>

田植えも終わり、苗も夏野菜そし
て雑草も太陽を浴びて大きく育って
きています。生きていく基本である
農業には大変なこともあるけれど、
素朴な自然にふれて心身共に癒され、
作物の成長を見守る楽しさ、収穫す
る喜びに、私は元気と感動をもらっ
ています。

町内でも、高齢者の作業姿が多く見られます。後
１０～２０年先の若い作り手が少なくなった田畑は、
どのような変り方をするのでしょうか yasuko.o

==《編集長が変りました》==

・新編集長 〔豊浦〕前 文博 さん
新米の編集長となりました。浅学非才です
が、皆様のご期待に沿えるよう専心努力し
ます。ご協力よろしく御願いします。

・前編集長 〔下上津〕内垣幸弘 さん
ご苦労さまでした。

墓 地 分 譲 下ノ池墓地改修完成

昭和６３年住宅公団より長尾町自治会が、永代使
用権を申し受けましたが、１５年間荒れ放題で放置
されていました。今回、下ノ池墓地宅原管理会を新
しく立ち上げ、本年４月８５区画の墓地が改修完成
致しました。長尾町自治会員に限らず必要な方は申
し込んで下さい。
<連絡及び問合せ先>

下ノ池墓地宅原管理会
・代 表 谷口幸太郎 078-986-3370

・副代表 山谷副就 078-986-5366

至 鹿ノ子台→

《上上津》

父 辻 博一さん
母 辻 郁子さん

長男 昇 吾 ちゃ
ん

しょうご

平成２１年４月２０日生まれ

元気に育って下さい！
パパ、ママ

◆<下宅原>寺 内 操 さん[86才]H21.7.5

長尾
交番

ココ
下ノ池墓地

関電変電所 曲がり池
GＳ

←至 上津台

◆<有 井>加 古 敏 雄さん[74才]H21.7.7

３回目、下宅原公会堂の駐車場で、梅雨
の蒸し暑さを吹き飛ばせ！豪快に！焼肉で
地域のふれあい

17:20 金管五重奏
18:00 ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ
19:00 Mrオクチさん

ｼﾞｬﾘﾝｸﾞｼｮｰ
19:40 ロリータさん

歌謡ショー
〔地元初デビュー〕

・焼きそば
・たこ焼き
・フランクフルト
・パターゴルフ
・わ投げ
・農業機械展示

etc

２８回目、地域の夏の思
い出づくりとして定着。全
世代があつまる手作りのイ
ベント、今年は、地元企業
も“たこ焼き”“生ビール”
等の屋台で参加、地域が一
体となり盛り上げ「ふるさ
と」の活性化に貢献。

支店駐車場

小学校運動場

当初１０月予定が、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ休校の影響で、
今年は夏休み中に実施することとなった。

16:30 屋台スタート
18:00 アトラクション

※八多太鼓
※よさこい

踊り

・釣りゲーム
・わ投げ
・お好み焼き
・フライドポテト
・かき氷
・ポン菓子 etc昨年のビール早飲み競争

１０回を重ね、ますます参加者も増え地
元や赤松台の企業にも協賛頂いております。

《葺き替え前》

《葺き替え後》

今年から開催、有井公会堂及び駐車場で、
大人も子供も一緒になって盛り上がり、元
気な有井地区に！！

◆<上上津>白 坂 初 子さん[86才]H21.7.12

http://www.kyowasoft.com/lgif_IK12/V12046.gif
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町内の出来事婦 人 会 〔５月２６日〕

消 防 支 団

福 寿 会

〔６月２９日〕

〔７月８日〕

プロ歌手としてデビューしました！

長尾防災福祉コミュニティ

家の傍の長尾川でホタルを撮影しました。カメラで撮るのは難
しいですね。長尾でも４、５年前からホタルが見られ、少しずつ
増えてきたように思います。
回りは都市化しましたが、ホ
タルが見られる環境を大切に
したいものです。

子供の頃、箒を持って走り
回ったホタル狩り。そんな日
がまた来ればいいですね。

熊野神社のそばにある片山さんの田んぼをお借りして田植え体験を行
いました。はじめて田植えをする子どもたちも多く緊張した面持ちの子
も見られましたが、素足で土の感触を楽しむうちに緊張もほぐれたよう
です。

「おいしいお米になりますよう
に。」と願いを込め、田んぼの泥
に足をとられながらも一生懸命植
えました。「お米を作るのって大
変なんだな。」「農家の人はすご
いな。」と感じることもできまし
た。

片山さん、地域のみなさん、貴
重な体験をさせていただきありがとうございました。

〔６月２４日〕
長尾幼稚園

〔７月１２日〕

で地震体験

地震体験車

梅雨空の雲間から日が差し込んだ
園庭に園児の歓声が響いた初夏の長
尾幼稚園。

８７名の園児と約６０名のＰＴＡ
・地元ボランティアのみなさんによ
り園庭の東側全面にポット苗で姫高
麗芝が植えられました。園児たちは
なれない手つきで泥だらけになりな
がら一生懸命・・・・。

夏の終わり頃には、一面に緑の
じゅうたんが完成する予定とのこ
と。芝生の上をはだしで走り回る
園児たちの笑顔が目に浮かびまし
た。町民のみなさんも、一度、芝
生の生育状況を見られてはどうで
しょうか？

上上津地区の一星ロリータさんが、小さい
頃からの夢がかない、㈱ハップより今年の３
月にプロ歌手としてメジャーデビューされました。歌手名は「ロ
リータ」曲は「恋よ眠れ」です。夢は大きく、いつの日か全国区
の舞台に立ち、日本とフィリッピンとの架け橋になりたいとのこ
と！ご声援よろしく御願いします。・・・

北消防団長尾支団は、神戸市の「民間救急講習団体（通称：Ｆ
ＡＳＴ）」として認定され、消防職員等の立会いによらず市民救
命士講習を実施した場合でも、受講修了証発行することができる
ようになりました。長尾支団では、市民
救命士講習会を定期的に開催するなど、
これを機会に地域における応急手当の普
及活動を一層推進してまいります。

◎市民救命士講習会実施のお申し込み、お
問い合わせは、お近くの消防団員または
北消防団長尾支団本部（北区役所長尾連
絡所）へ

◎北消防団長尾支団ホームページ
⇒ http://e-nagao.net/fire/

長尾支団
認定される！〔民間救急講習団体〕

北神戸ゴルフ場開設に遅れること
１０年、昭和５３年〔1978〕に結成
され、今年４月で３１周年、第３０
０回目を迎えました。４月２６日の

３００回記念コンペでは、久々に女性メンバーの参加もあり大盛会と
なりました。天候にも恵まれ、好プレー・珍プレーの後の懇親会では、
昔の思い出話などでおおいに盛り上がりました。参加者一同次の４０
０回大会に向け健康と元気を誓いあいました。！！

平成２１年度、長尾・大沢合同婦人市政懇談会が７
月８日〔木〕大沢福祉センターで行われました。

行政側からは、坂東区長を含め１６名の方々と婦人会側
からは垣田連合会長を含め５２名の参加で会場一杯となり

ました。
今年のテーマは”婦人会とは何か？”を要望事頄に入る前に語

りました。大沢婦人会は「私にとって婦人会は」個人的な意見を
話されました。長尾婦人会は「私達にとって婦人会とは何？」と
全体的な意見でまとめました。結論は｢心」の一言です。心がけ
一つで、良くも悪くもなり無理せず出来る範囲で近辺に取り残さ
れない様お付き合いできればと思っています。改めて、この婦人
市政懇談会の必要性を感じました。

例年と同じく要望事頄に従って行政からの回答があり、その中
には大変嬉しい回答もいいだきホットしました。又長尾小学校か

らの要望で児童の登下校時の交通
問題が一番大きな課題でした。安
心して通学できる、信号等の設置
が出来ることを願っております。
行政側も良く理解していただけた
様です。

バス１台３９人で堺へ日帰り旅行をし
ました。堺市は観光に力を入れボランテ
ィアガイドが案内してくれました。まず
市の庁舎２１階の展望ロビーに上り、仁
徳天皇の御陵など市内を一望し、それから１３６年の伝統を持つ
水野鍛錬所〔包丁〕鉄砲鍛冶屋敷〔桃山～江戸時代の街並み〕薫
主堂〔手作り線香〕など見学し、昼食は老舗美々卯〔みみう〕で
美食を味わい、大寺餅河合堂〔生菓子〕を案内されガイドさんと
別れました。泉佐野の海産物、岸和田で水茄子の買物をして、皆
観光、食事に満足し事敀なく帰ってきました。

堺は古代から中世にかけ、日本の港となり、商業、鉄砲の町と
して栄え、人物としては行基大僧正、千利休、不謝野晶子等が生
まれた町、等々まだまだ見るところの多い街であります。

<市庁舎21階より見た仁徳天皇御陵>

梅雨空の雲間から時折日差しがさす暑い中、防
災福祉コミュニティ、消防長尾支団との合同夏季
訓練が総勢１５０名が参加し、長尾公園で行われ
ました。今回は、地震体験車「ゆれるん」により“
神戸・淡路大震災”時の揺れを体験し改めて地震
の恐ろしさを体感しました。震災の語り部、東田
さんの生々しい被災体験の話に、当時の光景が甦

りました。また、ＡＥＤ〔自動対外的除細動器〕の取扱いについても説
明があり実際に操作するなど応急時の対応方法を体験しました。

少子高齢化が進む長尾町、いざと言う時に備えて日頃から緊急時の対
応方法について、各家庭でも準備しておきたいものです。

今回の元気印は、３１年目となった岡地区のゴルフコンペと、上上津地区か
らプロ歌手としてデビューされた一星ロリータさんです。

<まーるく緑色に光っているのがホタル>

<講習会模様>
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