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平成２２年 １月発行

編集後記

【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

お悔やみ ご冥福をお祈りします。

<H21.7.24以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◆<下宅原>石 井 勝 さん[86才]H21.7.24

行 事 予 定

大西洋平 岡田優子 富山卙菜 中西正哉

鶴田恵美 西村壮太

北 祥子 小南吉弘 芝 恵理香 辻井美穂

岡嶋大喜 鍛冶史也

岡 英里佳 山中美早紀

上垣智哉

平成元年度生まれの方が新成人（H1.4.2～H2.4.1）

☆「自己判断」「事故決断」「自己責任」を旨に行動していきたいです。〔大西〕
☆２０歳を迎えた今〖初志貫徹〗を心掛けて、これからの生活を悔いのないように過して参ります。〔岡田〕
☆今年で成人を迎え今まで以上に、自分に責任を持ちたいと思います。今までたくさんの人にお世話になり成長で

きたという感謝を忘れずこれからも努力し続けたいと思います。〔富山〕
☆成人としての自覚を持って生きていこうと思います。〔中西〕
☆実感はないですが、言動や行動に自覚をもって、楽しく明るくやっていきたいです。〔鶴田〕
☆これからも大人としての自覚を持って、自分の道を進んで行こうと思います。（北）
☆周りの人への感謝の心をもって、一歩一歩目標に向って頑張りたいと思います。（小南）
☆自分をしっかり持ち、人の気持ちも考えて子供の笑顔を増やせるような太陽みたいな人になろうと思います。

（芝）
☆成人になっても、まだまだ学ぶことの多い毎日です。目標達成を目指して頑張ります。（辻井）
☆成人としての自覚を持ち、社会でも恥じぬように日々精進していきたいと思います。〔上垣〕
☆自分だけでなく、他人の為にも頑張れる大人になろうと思います。〔岡嶋〕
☆責任を改めて自覚し、自分のやりたいこと、できること、すべきことをよく考えていく。〔鍛冶〕
☆努力が必ず成功に繋がるとは限らない。しかし、成功した人はみんな努力している。自分を信じてやるしかない。

〔岡〕
☆大人という自覚を持って、色々なことに取り組んでいきたいと思います。〔山中〕◆<下上津>善 入 嘉 信さん[65才]H21.11.10

◈ １月１３日（水）多聞寺 毘沙門天大祭

◈ １月１４日（木）とんど<各地区>

◈ １月１７日〔日〕 記帳所の設置

「神戸市震災１５年追悼の集い」
・実施にあたり長尾連絡所に設置されます。
・記帳受付 午前９時～午後

◈ １月１９日〔火〕熊野神社厄除祭

午前１０時、１１時の２回

◈ １月２０日（水）三社参り〔福寿会〕

◈ １月２１日（木）長尾町「新春の集い」

<北神戸ゴルフ場>

◊１月１８日〔月〕～３月１０〔水〕
長尾地域福祉センターが改装工事のため休館
となります。

休 館 案 内

そ の 他

◊道路路面凍結防止剤を配布
・各地区の自治会に配布しています。
・凍結防止剤は路面凍結又は、凍結前に散布。

一握りで約１㎡の効果
※１袋<25㎏>で約1,000㎡散布できます。

新年あけましておめでとうご
ざいます。長尾町の皆様には輝かしい平成２２
年元旦をお迎えのこととお喜び申し上げます。

平素は当自治会活動に御支援御協力を賜り心
より御礼申し上げます。

昨年は新型インフルエンザの発生により各種
行事の中止がありましたが、とりわけ町民運動
会の中止については準備に当られた関係者の
方々には大変ご迷惑をおかけしました。しかし
ながら、町民ゴルフ大会、五町ウォーク開催に
当っては町内外の多数の参加者により、元気と
活力を頂き心強さを実感しました。

本年は、県の一事業としての県民交流広場
助成金制度を利用し、長尾町福祉会館を今以
上に利便性の高い集いの場となるよう改造い
たします。

これを機会に、皆様方には今まで以上に福
祉会館を利用され、活動されますようお願い
いたします。

また、長尾のまちづくり協議会としまして
は、上津台住民の皆様と強調しながら明るく
住み良い街づくりの発展に努めますのでご理
解とご協力をお願いします。

終わりになりましたが、皆様方のご健勝を
お祈り申し上げ年頭の挨拶とさせていただき
ます。

１．兵庫県知事 功労章
支団本部 分団長 流田時夫
兵庫県知事 永年勤続功労章
第二分団 団 員 安井良平

２．兵庫県消防協会長 精績章
第一分団 団 員 辻 明男
兵庫県消防協会長 精勤章
第二分団 団 員 岡村廣一

４．北消防署長表彰
第一分団 団 員 三谷昭文
第二分団 班 長 片山勝志
第三分団２班 部 長 山本勝司
第三分団２班 団 員 小谷繁樹
第四分団 分団長 岡田憲市

平成２１年秋から平成２２年１月１０日までに永年の功績に対して表彰を受けられた（受けられる）
長尾支団の団員を紹介します。おめでとうございます。

５．北消防団長表彰
第一分団 団 員 流田文夫
第二分団 団 員 福田 仁
第二分団 団 員 小南宏樹
第三分団２班 副分団長 安井啓二

部 長 小西将則
団 員 平井 治

第四分団 副分団長 新谷政也
部 長 採田和宏

３．神戸市長表彰
第二分団 団 員 美除英和
第三分団１班 団 員 内垣映二

２００９年の世相を表す漢字は
『新』と発表された。国政は『新』
でにぎやか。長尾町でも新型インフ
ルエンザの影響で各種行事が中止と
なった。今後は、季節性インフルエ
ンザがピークを迎えると言われてい
る。丌安を残しつつ年が明けた。

Fumihiro.M

２月 自走式草刈機購入
４月 平成２１年度事業計画策定作業と土地施設の点検
５月 農業用水路の草刈りと泥上げ
６月 農道の草刈り、重機を使って農業用水路の泥上げ
８月 農道一斉草刈り

１２月 桜の管理（追肥等）、パイプラインの塗装等

３年目となった「農地・水・環境保全活動」最近の長尾
町内４活動組織の主な、活動内容を紹介します。

７月 自治会全員による溝掃除、草刈、泥上げ清掃
８月 長尾町河川清掃に合わせ用水路の草刈清掃

１０月 景観形成のため菅生池周辺及び農道に植樹した桜
の補植育成

５月～１０月 自治会、農会、土木部によるため池、堤防
の年３回の草刈、清掃

年間 土木部による、ため池の清掃、パイプライン、給
水ポンプ、用水路の点検・補修、給水栓の補修等

４月 環境形成・生活環境保全計画の策定
４月 破損看板の交換
５月 地区内一斉のゴミ回収
８月 看板追加〔５０枚〕
８月 地区内一斉のゴミ回収

４月 年度計画の立案及び作成
４月 ネブ谷大池、農道等シバ桜植木維持

管理及び各施設の点検
６月 ネブ谷大池、農道等草刈及び各施設

点検
８月 農道草刈
９月 地域住民等との交流活動〔空き缶、

ゴミ等回収し景観創造を啓発〕
１０月 異常気象後の見回り各施設点検
１２月・ネブ谷大池、農道等シバ桜の維持

管理
・農道側溝、開水道等の泥上げ
・広報活動〔地域住民等に活動内容

周知〕
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町内の出来事婦 人 会 〔１１月１５日〕

消 防 支 団

福 寿 会
〔１２月１～２日〕

インフルエンザは？天候は？心配された
五町ウォークでしたが総勢２００名の参加
を得て、９時に長尾幼稚園をスタート。ま
ずは熊野神社、市の無形文化財に指定され
ている神楽の獅子を見ながら丁寧な説明を
受けました。次に田園風景を見ながら長尾
神社を目指すこと３ｋｍ、出迎えてくれた
のは、温かいお茶と甘い柿のおもてなしでした。ホット一息、９０段の
階段を登って行者堂へ、目の前に広がる大パノラマにおもわず顔がほこ
ろびました。

今度はお昼休憩となる上上津集会所に向かって約２ｋｍ。待っていて
くれたのは地元野菜がたっぷり入った温かい豚汁”おかわりもどうぞ”
とうれしい言葉に大満足！！さあ、いよいよ昼からは茶臼山公園を目指
し山道へ、３０分程度で山頂に。丁寧な説明もさることながらここから

の景色は、また格別！！数１０年長尾に住みな
がらも初めて訪れた人もいたはず。今回は、上
津台からも９名が参加され一層の交流が図れま
した。

色々とお世話して下さった皆様ありがとうご
ざいました。みなさん大満足で帰っていかれま
した。

が

〔１２月１２日〕

雨上がりの長尾幼稚園の園庭で、今年も総勢
４００名以上の方の参加を得て、賑やかに開催
されました。簡易の釜戸２ヶ所と臼２ヶ所で、
６０ｋｇのもち米全てつき終わるのに昼過ぎま
でかかりました。〖きなこ餅〗〖おろし餅〗〖
ぜんざい〗みんな大変美味しくいただきました。

最近、臼を使った餅つきをする
家庭は殆ど無い中、８０名の幼稚

園児全員が力一杯の餅つきを体験しました。
地域の活性化と親子の絆をより深めることを目的と

して開催されました。協力して頂いた、長尾町自治会
長尾婦人会、幼稚園・小学校ＰＴＡ、民生委員等のみ
なさんご苦労さまでした。 長尾地区社会福祉協議会

長尾児童館 父親クラブ

〔ﾖｲｼｮ！〕

「赤松やさい村」で頑張っている岩谷の熟年パワー

● 相次ぐ「学級閉鎖」
● 町民運動会等の中止

一時おさまりかけていましたが、１０月になって神戸でも爆発的に
感染が拡大しました。長尾小学校では一時１４クラスで学級閉鎖と
なりました。１２月にも５クラスが学級閉鎖。第２３回「町民運動
会」も中止。「オータムフェスティバル」も中止となりました。

☆外出時のマスク ☆帰宅時の〖うがい〗〖手洗い〗 の徹底！

地元の新鮮で、安心・安全な生鮮食品を提供
することで高速道路利用者と地域社会の交流の
場を創出し、地域の活性化、ＰＲを図ることを
目的とし運営され、平成１８年１０月にオープ
ンし、既に３年余りが経過しました。
当初は、慣れない商売に多少の戸惑いもあった
ようですが、今では元気一杯。今の時期は何が
売れ筋か、他の出品者と少しでも違った商品は

ないかなどなど・・・・毎日元気印！岩谷地区の５名の熟年パワー、
リーダーの岡田真也さんは、〖少しでもいい品を〗と毎日納入品を厳
しくチェック〖お客さまとのふれあいを大切に〗をモットーに、今日
も頑張っています！！

中国自動車道
「赤松ＰＡ」(上り)

今年も地域の方々のご理解とご協力で北神戸
中２年生２２１名がH21.11.5～11.11までの５日
間、６６事業所（長尾町６事業所）でお世話に
なりました。

【目的】※生きる力を身に付ける。
※将来の社会人としての自覚、マナーを身に付ける。
※進路の選択に生かす。

１２月１６日に行われた発表会では、お世話になった地域や事業
所の方々へ感謝の言葉が述べられ、これからの中学生活に少しで
もプラスにしていきたいと話していました。

〔地域の事業所での仕事体験〕

神戸市では震災が起こった１月１７日を忘れず後世に語り継ぐ
ために、毎年この日を「市民防災の日」と定めています。
災害から家庭を守るためには、家族全員で、どう備えたら、どう
行動したら、被害を少なくできるか、話し合っておくことが大切
です。万一の災害時を想定して話し合いましょう。

◈非常時の持ち出し品や水・食料などの備えは？
◈避難場所や家族同士の連絡方法は？・・・など

防災訓練にも積極的に参加しましょう。
◈「長尾防災福祉コミュニティ」でも

全町または各地区単位で、各種防災訓練
が行われています。 家族みんなで積極
的に参加しましょう。

家族みんなで
〖わが家の防災会議〗を！

安宅の関

今日より師走というのに全山黄金をちりばめた風景を車窓より
見て山代温泉へ一泊二日旅行に行きました。途中劒神社へ参りま
した。この宮さんは素盞鳴大神などの御祭神ですが、織田信長の
祖先地であったそうです。境内に織田神社の末社がありました。
これらを参拝して、白山の峰の白雪を見ながら一路宿、天祥ホテ
ルへ向いました。旅館のよい湯につかり疲れをいやし、夕食は美
食と杯を重ね、カラオケを歌い親交を重ねました。翌二日目は、
海産物、菓子等の土産物屋へ寄り買物。次は、「ゆのくにの森」
〔伝統工芸村〕へ立ち寄り。その後
は歌舞伎等で有名な安宅の関に寄り
悲劇の武将源義経を思いうかべ、安
宅住吉神社へ参り、なんでも願いが
叴うと云うお札、お守りをいただき
帰路につきました。楽しい旅でした。

目まぐるしく変化し、若者で活気溢れる上津台、アウ
トレットの影響にはびっくりさせられます。老齢化が進

む長尾町にも多少は活気がふりかかって来れば嬉しいです
ね。車の排気ガスと車からの空き缶等のポイ捨てだけでは困

ったものです。当婦人会では、年４回のクリーン作戦で、長尾
線歩道のクリーン作戦を行っています。年末にも３回目を実施

しました。今回は車が多くて長尾線は無理だったので、長尾町全
体のバス停付近を中心に行いました。相変わらずのゴミの多さに
はびっくりしました。後は参加者全員でささやかな昼食会〔親睦
会〕で、話も盛り上がり、婦人会とは？の意見交換を行いました。
仲間づくり、絆作り、おしゃべりで日ごろのストレス解
消の場等の意見で終了となり、有意義な楽しいひと時と
なりました。

皆様の協力あっての婦人会です。今後ともよろしくお
願いします。

◉追伸：婦人会に入って下さる方をお待ちしております。
〔１２月
２３日〕<北神中央線と長尾川交差付近の通学路>

<東側の舗装されたところ>

市政懇談会等で行政当局へ要望して
いた、有井地区の北神中央線と長尾川
が交差する付近の西側と東側の通学路
〔西・東側共約５０ｍ〕の舗装工事が
完了しました。旧校舎の時は、写真左
側のトンネルを通り北神中央線を横断
していたが、校舎の移転によりバス通

学となり、右側の道路〔今回舗装された〕を通り、北神中央線沿
いの「宅原」バス停を利用しての通学となった。今まで、未舗装
であったため、雑草が生い茂るなど通行しにくかったが、舗装完
了により大変通り易くなり、早速、父兄からお礼の言葉がありま
した。

◇上上津 １１月１０日鞆の浦、尾道の旅 １６名
◇岩 谷 １１月１７日天橋立かにツアー １５名
◇有 井 １１月２９日香住かにツアー １９名
◇下宅原 １２月 ５日伊勢グルメツアー ２０名

<長尾児童館でウォーク>

<岡田さん、商品のチェック中>


