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お悔やみ ご冥福をお祈りします。

<H21.7.13以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◆<有 井>藤 田 清 子さん[91才]H21.8.4

行 事 予 定

新自治会長紹介<シリーズ 第十四回>  

<H21.6.1 以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。>

が

◆<有 井>有 井 綾 胡さん[74才]H21.8.14

【大かぼちゃ】
重さ：６７ｋｇ
廻り：２０３ｃｍ 豊浦地区 Ｍさん作

７日夜から８日の明け方に通過した台風１８号、長尾町内では大した被害も
なく、やれやれです。秋祭り、あちこちで、子ども神輿の祭囃子が聞こえて最
高潮！！

町内では、秋のイベントが目白押し、一人でも多くの人が参
加し、みんなで盛り上げ元気な「ながおの里」にしましょう。

今年は、従来から続けられてきた競技種目について、
マンネリ化を防ぐため体育委員を中心に見直しが行われ
ました。町民全体が一同に会する唯一の場です。親睦を
深めるとともに、各地区の栄誉のため、自身の健康のた
め、頑張りましょう！！

〇見直し種目 ⇒ 【復活】 ゲート通し
【廃止】風船割り、スポーツクラブ紹介他
【新規】終わりの整理体操<全員>

★１１月１日〔日〕 午前９時～午後３時３０分
★長尾町公園 グラウンド 〔雨天中止〕

日頃の腕前を披露してみませんか？。
絵画、手芸、盆栽等さまざまな分野で活躍し、腕自慢
の方が多くおられます。是非、出展してコミュニケー
ションの輪を広げて下さい。

★作品展示場所 長尾地域福祉センター
★出展申込 各自治会へ１０月２０日〔火〕まで
★作品持込 １０月３１日〔土〕午前９時から

〔注〕１１月１日〔日〕長尾地域福祉ｾﾝﾀｰは休館します。

どなたでも参加していただけます。〖ながおの里〗の秋の原風景を歩行者目線で再確認し、いい
汗をかきましょう！！

★参加申込 各地区自治会へ 〔締め切り １１月５日〕
★参加費 無料〔飲物、弁当は各自持参して下さい〕
★集合場所 長尾地域福祉センター 午前９時集合 ９時３０分出発
★コース ・長尾地域福祉ｾﾝﾀｰ ⇒ 熊野神社 ⇒ 長尾神社〔休憩〕 ⇒ 行者堂

⇒ 上上津集会所〔昼食〕 ⇒ 茶臼山公園 ⇒ 長尾地域福祉センター
※豚汁の炊き出し

◆<下上津>下 浦 う めさん[95才]H21.8.10

◆<下上津>片 山 康 子さん[79才]H21.9.21

《上上津》

平成２１年６月４日生まれ

父 宅原雅樹さん

母 宅原歩美さん

あかり

長女 明 里 ちゃん

「明るく、元気に育ってね」パパ、ママ

∽∽ 農業委員が変わりました。∽ ∽

任期満了に伴う改選の結果、神戸市〔長
尾町〕の農業委員が変わりました。任期は
９月１０日より３年間です。よろしくお願
いします。

・小林清豪〔岡地区〕

・大西莞爾〔岩谷地区〕

〇１０月２５日〔日〕 神戸市長選挙

〇１２月１２日〔土〕 年末もちつき大会
<長尾地域社会福祉協議会>

「どこかで赤ちゃん生まれたか？」
編集会議の第１声です。小学校の移
転もあり子供達が遊ぶ姿を見る機会
が減りました。民主党の尐子化対策
に期待したいものです。
でも、長尾には元気にガンバル人が
たくさんおられます。「元気印」と
いうコーナーを設けて３回目。今後

もどんどん紹介します。こうご期待！
N.siotani

昭和７年８月に熊野神
社の改築工事が行われま
したが、近年雨漏りによ
る腐食も進みこの度７７
年ぶりに本殿と幣拝殿の
銅板葺改築工事を行いま
した。

また、境内に祀られている春日大社も檜皮葺屋根の
ため全体的に傷みも大きくなり、今回銅板葺きで総檜
の社を再建し、併せて上屋も新築いたしました。

なお、工事は４月着工９月末に竣工し、１０月２日
に遷座祭を執行いたしました。町内の皆様、見学を兼
ねて是非お参り下さい。

春日大社

昨年１１月中旬より工事にかかり本年
６月に完成しました。工事期間中、車の
通行等ご迷惑をお
掛けいたしました。
皆様方のご協力あ
りがとうございま
した。

本 殿

昨年１１月の分別ゴミ収集開始以来、連日のように
丌法投棄を繰り返していた常習犯を９月４日に掃除当
番のＳ・Ｉさんが夜中じゅう張り込み午前４時ごろ発
見しました。その人は地元の方ではない近郊の人で毎
朝散歩の途中に投棄していたようです。

二度と丌法投棄しないように厳重注意したそうです。
それ以後、下上津の集会所前ゴミ収集所は丌法投棄は
ありません。ありがとうございました。

下上津熊野神社神楽保存会

◇１１月７日〔土〕
神戸〖まち・さと〗交流フェスタに出演！

<ＪＲ神戸駅前地下広場デュオドーム>

〖ふれあいのまちづくり〗の行事と
して今年初めて企画され、なれない手
つきで悪戦苦闘しながら料理づくりに
チャレンジしました。熟年のおじさん
から上津台の若いお父さん達も含め、
総勢１９名が参加、西口さん〔管理栄

養士〕及び婦人
会のみなさんの
指導により、オ
ムレツをメイン
としたランチを
作りました。

自信作に舌鼓をうちながら和やかな昼
食会となり
ました。今
後も計画さ
れる予定で
す。是非、
参加して下
さい。

<長尾地域福祉ｾﾝﾀｰ>
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町内の出来事婦 人 会
〔９月６日〕

消 防 支 団

〔１０月５日〕
〔９月２３日〕

〔９月４日〕

今、消費者は新鮮で安全・安心な農産物を要求
しています。私は、生産登録者の仲間とともに、
地産需要活性化事業として地産地消地域の特産品
作りに取り組んでいます。直売所、農協市場館、
道の駅、量販店等へ出荷しています。

学校給食法改正により、食育の推進が図られ、
地域でも学校向けの農産品を作り〖子ども達が安
心して食するための運動〗に参加して野菜づくり
をしています。

今回の元気印は、下上津地区で水引細工１５年の安井みどりさんと、熟年パ
ワーで野菜つくりに情熱を燃やしておられる有井地区の内垣正之さんです。

長尾ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
〔１１月２９日<日>〕

宮本さん、辻さん、富井さん
〔辻さんは、個人の部でも優勝〕

〔いつでも蛇口〕

残暑厳しい中、町民７７名、企業等１２
０名が参加し、第３０回の記念大会が盛大
に行われました。団体戦は上上津地区が優
勝、辻さんは個人の部でも優勝とダブル受
賞されました。シニアの部では岡地区の谷
口さんが優勝されました。

【団 体】 NET

優勝 上上津地区 ２１５．０
２位 下宅原地区 ２２１．０
３位 有 井地区 ２２２．６

【個人】 NET

優勝 上上津地区 辻 芳信 ６８．８
２位 上上津地区 宮本 昌浩 ６９．６
３位 下宅原地区 上元 哲滋 ７１．０

【シニア】 NET

優勝 岡地区
谷口 敏男 ７１．６

長尾町災害時の避難場
所となっている長尾小学
校に緊急用水道設備が設
置されました。場所は正
門入って左側です。４年
生９３名が参加しお披露
目式が行われました。

災害時応
急給水栓

〔緊急用仮設給水ｽﾀﾝﾄﾞ〕

地下Box栓 耐震管
応急給水栓は災害時に接続され１ｽﾀﾝﾄﾞで4個

が取り付けられます。

常
時災害時

私は１５年ほど前に趣味として水引細工を始めました。水引は紙でで
きており祝儀袋の金・赤・白や、忌中の黒・黄・銀など長さ９０ｃｍの
細い紐状のものを糸で束ねボリュームを出します。また、編み方にも、
色々きまりがあり手先がなれるまでなかなか思うようには結べません。

でも、花・動物などあらゆるものに挑戦
し作品が完成した時の満足感は口では言
い表すことが出来ません。今まで２００
点ほどの作品をつくり、「趣味と芸術作
品展」にも出展いたしました。ＪＡ長尾
支店にも展示させていただいております
ので是非ご覧下さい。

今年度もキンボール and グランドゴルフでスポーツ
交流会を長尾小学校で開催します。自治会を通じて案
内させて頂きます。奮ってご参加の程よろしくお願い
いたします。

◎バドミントン〔スマッシュランラン〕

・神戸市中学校総合体育大会 団体優勝 ⇒ 県大会出場

・全国小学生バドミントン選手権大会県予選会
４年女子シングルスの部 第三位 ⇒ 近畿大会出場

来る１１月８日（日）、市民防災総合センターにおいて開催さ
れる「第９回神戸市消防団小型動力ポンプ操法大会」に長尾支団
を代表して、第四分団（岩谷地区）が出場します。

９月より有馬高原病院のグランドをお借りして、「めぜせ！表
彰台」を合い言葉に支団一致協力して早
朝練習に励んでいます。応援よろしくお
願いいたします。

◈練習の様子や日程は、支団ホームペー
ジでもお知らせしています。
北消防団長尾支団ホームページ

⇒ http://e-nagao.net/fire/

１人でラジオ体操

夏休みの朝のラジオ体操、岡地区
は僕１人どうしょう。

近所のおばちゃん、おばあちゃん
達が一緒にしょうといってくれたの
で、朝６時３０分から岡公園でラジ

オに合わせて体操をしました。気持ちイイ！
土、日とお盆の間は休みで、あとは一日も休むこと

なく出来ました。万歳 万歳 玲音
現在の尐子化の中、地域の方に見守られている、

心強さを感じ本当に有り難く感謝の気持ちです。母

岡地区 山中玲音 君

北中吹奏楽部が、兵庨県マーチ
ングコンテストで初めて県代表に
選ばれ、涙を流して喜んだのは９
月１３日のことでした。

しかし、その後おおくの部員が
インフルエンザにかかり、全員そ
ろっての練習がほとんどできない
まま関西大会を迎えました。

９月２３日本番当日、一緒に厳しい練習を積み重ねながら参加
できなかった仲間や、それを補うため
に急きょ特訓した１年生、みんなの思
いを込めた力一杯の演技となり、最後
には「Ｋ」の人文字が見事に決まりま
した。結果はなんと、初出場にして金
賞。生徒達には大きな自信となったこ
とでしょう。おめでとう！

私達会員３３名は島根県大根島へ研修旅行に出かけました。
車窓より薬用高麗人参の栽培風景を眺めながら「由志園」に

到着、早速薬用人参の効能の説明を聞き、美しい日本庩園を見
ながら郷土色豊かな御馳走を味わいました。

「牡丹の館」では、室内で見事な大輪のぼたんの花が私達を迎え
てくれました。午後は遊覧船に乗り、ぐるりと松江堀川めぐりを楽
しみ、船頭さんのユニークな説明に笑いも絶えず、水郷、松江の風
景を満喫致しました。

お土産を手に、帰りの車中は、おまちか
ねのビンゴゲームで盛り上がり、昼食の人
参パワーで疲れを見せた人もなく、おしゃ
べりは尽きることなく思い出一杯の初秋の
出雲路でした。

長尾婦人会は、若さの現状維持を目指し、
無理の無い活動に取り組んでいます。

ボランティアの中で楽しい行事も一杯です。１人でも多くの会員
様をお待ち致しています。

出席カード

『子ども達も食する安全な農産品をこの地域で生産しましょう！』

http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/
http://e-nagao.net/fire/

