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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。

<H22.1.1以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◆<有 五>呉 田 文 子さん[75才]H22.2.14

行 事 予 定

◆<豊 浦>柏 原 す ゑさん[95才]H22.2.16

平成１８年の第２４回「長尾町納涼カラオケ大会」以降３年間中止されたままとなってい
た夏のイベントを今回、春に「グランドゴルフ大会」として復活させることとなりました。

〖全ての世代が参加、皆で作るイベントとすることで、町民相互の親睦を図る〗を目的として開
催します。多くの方の参加をお願いします。春の一日、いい汗かきましょう！！

新自治会長紹介<シリーズ 第十亓回>  

当初は、岩谷地区の西端の山頂
に祀られ、戦前は行者講をつくり
、東吉川の奥谷や東田の山伏が護
摩を焚き、家内安全・亓穀豊穣を

祈願して火渡りを行い、子供相撲も奉納されていた。
また、講田を開墾して、その年貢で定期的に大峰山

参りをした。戦後参拝者も途絶えたが、昭和４０年頃、
字口弥六の神戸市上水道配水池の隣接地に移転し、毎
年９月１日夕方、地区の信仰者や子供達がお祀りして
いる。

昨年
１１月
に実施
された「亓町ウォーク」長尾編のコース
にもなった。長尾町の西北端の高所に位
置し、ここからは、六甲連山を眺望でき
る。目の前は中国自動車道、岩谷地区集
落、近くは「赤松台」 「鹿の子台」及び
上津地区、遠くに「有野台」方面が望め
る。一度訪れてみませんか？

◈「八重桜のお花見＆施設開放」
４月１９日〔月〕～２３日〔金〕

武庫川学院北摂キャンパス丹嶺苑〔岩谷地区〕
※事前連絡丌要ですが、行かれた場合、本館事務室へ声を

かけて下さい。 問合わせ先 ℡：078-986-7381

◆<有 五>野 田 マサ子さん[91才]H22.2.18

◈４月よりゴミ収集日が変ります。
４月より「容器包装プラスチック」と「缶・

ビン・ペットボトル」の収集が毎週１回となり
ます。また、燃えないゴミ等の収集週が変りま
す。ワケトンカレンダーを確認して下さい。

◆<下上津>小 南 隆 春さん[83才]H22.1.16

◆<上上津>坊ヶ内 昭 二さん[83才]H22.1.21

・名越 裕紀
〔ひろき〕

けいさつかん

<H21.9.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。>

《下上津》

父 森 敏 剛
母 森 結 理

次女 月 那 ちゃん

つき な

平成２１年９月２６日生まれ

すくすく元気に育ってネ！
パパ、ママ

・土居 寛也
（ひろなり）
サッカー選手

・中五 楓
（かえで）

駄菓子屋さん

・坊ヶ内 優伸
（まさのぶ）
サッカー選手

・安五 勝麻
（かつま）
サッカー選手

・湯五 彩葉
（いろは）

パン屋さん

・平上 瑞己
（みずき）

ケーキ屋さん

長尾町で９名が新１年生となりました。

少子高齢化が進む
長尾町、子ども達は
地域の財産、皆で暖
かく見守りましょう。

実施日時：４月２５日〔日〕午前９時３０分～午後３時頃 <雨天中止>

実施場所：長尾町公園 運動場

参 加 費：無料 〔但し、弁当は各自持参願います。〕

参加申込：各地区グランドゴルフ委員へ申し込んで下さい。
《締切、４月１５日〔木〕》

・競技は８ホールで行い各地区
混成の団体戦のみ、但し、ホ
ールインワン賞有り。

<１チーム６名>

・全チーム午前、午後と２回行
い、合計打数が最小のチー
ムが優勝

【競技方法等】

屋台など
〔有料〕

☆婦人会 たこ焼き、おにぎり ☆民児協 ドリップコーヒー
☆町自治会 ビール、ジュース ☆幼・小ＰＴＡ 輪投

※飲酒運転厳禁！ 各地区で運転手を決めて下さい。飲酒運転の恐れがある場合ビールの販売はしません。

◆< 岡 >山 中 清 行さん[77才]H22.3.18

◇４月 ６日 戦没者慰霊法要〔松林寺〕

◇４月１１日 下宅原地区 日帰りバス旅行
淡路花博２０１０花みどりフェア

◇４月１７日 宮総代会 親睦研修バス旅行
大石神社〔赤穂〕

◇５月１５日 第３７回「きたきたまつり」
鈴蘭公園

◈４月よりホームページ開設します。
<４月下旬予定>

〔長尾おふれあいねっと〕
http://nagao-fureai.net

トップ ⇒ ふれまち構成団体 ⇒ 長尾町自治会

⇒ かわら版

「ながお町かわら版」としてリ
ニューアルした時、最初に紹介した
新一年生〔H16.4〕が今春小学校
を卒業しました。おめでとうござい
ます。月日の経つのは、本当に早い
ですね。

さて、「かわら版」も皆様にます
ます親しまれる広報誌となるよう、
編集部一同頑張って行きたいと思っ
ています。これからも、ご愛読の程
よろしくお願いいたします。

T.taniguchi

・辻元 翔伍
（しょうご）

パイロット

・北ノ上佳歩
（かほ）

ケーキ屋さん

http://nagao-fureai.net/
http://nagao-fureai.net/
http://nagao-fureai.net/
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町内の出来事婦 人 会 〔３月２４日〕

消 防 支 団

福 寿 会

〔１月１７日〕

わいわいがやがや、パッチワークで話が弾むおばちゃんパ
ワーを紹介します。

〔３月２６日〕

卒業された方の１年生入学時の写真とコメントが「かわら版」
５８号〔H16.4〕で紹介されています。

〔３月１８日〕

〔２月 ３日〕

２月３日恒例の１年生を対象に昔の
遊びを教えに行きました。

内容は竹トンボ、お手玉、コマ廻し
等でした。児童数１３６人、約１時間
３０分ほど教え、又、共に遊びその後

代表者２～３人がお礼の言葉を云い、友達に感想を聞いていました。
その後記念写真を撮り解散。

後日、先生が福寿会から行った１１人へお礼の冊子を持ってこら
れました。ほとんどの児童は「出来なかったことが、出来るように
なった」「又教えて下さい」「面白かった」とか書いた児童が多
かったが、目にとまったのは感想文に「私は２年生になるので会う
ことはないと思いますが、こんどの１年生に昔の遊びを教えてやっ
て下さい」と書いていました。なんとしっかりした子だなと感心し
ました。子供は未来の財産です。この財産には個人差がありますが、
財産をよくするのも悪くするのも先生、家庭、社会が支
援して、よい財産にしてやりたいと思います。

キルト展示場で、貝田明美先生の「花み
ずき」に出会い、色の使い方、立体的な工
作感覚の手法に感動して教えて頂き、私な
りにアレンジ、思い出の着物の布ぎれや、
古布等を加えて作っています。

気ままに自由に自分のペースで、仲間にシ
ゲキとやる気をもらい、作品作りを楽しんで
います。

日常の少しの時間で、１針１針縫って出来
上がった時の嬉しさ、達成感が好きで２０年以上続けてこられたと思っ
ています。 <連絡先 大西 ℡０７８-９８６-５０５８>

《新１年生をパッチワーク》

日歩のおやまに山桜が咲きかけた３月
１８日、ひまわり組と、れんげ組の園児
４２名〔内長尾町４名〕が長尾幼稚園を
修了しました。

昨年の６月に園児とＰＴＡ、地元ボラ
ンティアのみなさんが協力して植えた姫

高麗芝も緑一杯となり、裸足で駆け回った思い出を残して、
今度は、小学校１年生になります。見守ってネ！

新型インフルエンザ拡大が騒がれ
だした、年明けの１７日「市民防災
の日」にあわせて、上上津防災福祉
コミュニティーでは、ＡＥＤ〔自動
体外除細動器〕を使って、緊急時の
蘇生方法について、長尾消防支団第
一分団の有資格者を講師に、参加者

２０名が模擬人形を使って熱心に操作手順等を体験しました。
市民救命士講習テキストの活用、手作りの看板、マスク着用な

ど、緊急時に備えての有意義な訓練ができました。

〔３月２８日〕

<長尾地域福祉ｾﾝﾀｰ>

○ 有井地区 ２月２７日～２８日
一泊２日 道後温泉 １１名

○ 岡地区 ３月１４日～１５日 一泊２日 錦帯橋温泉 １８名

日本桜名所１００選の一つ千光寺公園及び千光寺、２日目
には、厳島神社参拝と呉の大和ミュージアムなどを訪ね歴
史と平和の大切さを再認識した楽しい親睦旅行でした。

婦人会活動は、年４回の長尾線を中心としたクリーン
作戦はやりがいのあるボランティア活動です。大型店舗

の進出と、車からのポイ捨てとで、あっと言う間にゴミ袋
が一杯になりうんざりします。又、婦人市政懇談会の必要性

は身近な問題点を直接行政側と意見交換が出来、この問題は無
理といわれて来た事も、毎年要望し続けているうちに目先が見

えてきたこともあり喜んでいます。グランドゴルフ大会、日帰り
バス旅行等で楽しい行事もあります。又地元自治会行事にも参加
し、賑わいと活気作りになればと頑張っています。一方女性会活
動では、味噌作りはもちろん、女性会学級での勉強会では、最近
２月に行ったフラワーアレンジメ
ント作りはとても好評でした。参
加者全員同じ材料でも、個人個人
の個性を生かしとても華やかなお
花の盛り上がりでした。無理の無
い婦人会活動で色々な情報も取り
入れながら少しでも前進出来る事
を願っています。

あちこちで、桜の開花宣言が
されたというのに、昨夜来の雨
が降り続き肌寒い日の卒業式と
なりました。そんな中、斎藤校
長先生の自らの体験を交えた励
ましの言葉、更には、担任の先
生からの心温まるコメント、又

三しん、ギターによる「さとうきび畑」合唱など厳粛な中にも、心温
まる卒業式となりました。

５７名〔内長尾町８名〕は、後輩・恩師・ＰＴＡ・地域のみなさん
達の祝福のアーチをくぐり、希望に胸を膨らまし、長尾の里から大き
く翔たいていきました。

《フラワーアレンジメント》
改修工事が２月末に完了したことに伴

い、梶谷・羽田野両県会議員、兵庫県神
戸県民局山本県民室長他、県・市の幹部
の方々に出席して頂くなど約３０名が出
席し、盛大にお披露目会が開催されまし
た。長尾ふれあいのまちづくり協議会三
谷委員長が各種施策に対する支援についてお礼を述べられたあと
県民交流広場事業の報告をしました。茶話会では、民生委員他の
手作りケーキ、プリンを頂きながら意見交換するなど、短い時間
でしたが、和やかで有意義なお披露目会となりました。

ゴミや稲わらの焼却、あぜ焼き、たき火などの丌始末から火災
が多く発生しています。山火事をおこしたり家に燃え移ることも
あります。
１ 事前に届け出を！（神戸市火災予防条例第54条）

事前に北消防署北神分署（078-981-0119）へ
２ 見張りと消火の準備を忘れずに！

焼却中、そばを離れることは禁物です。火を
完全に消してください。

３ 風の強い日は中止しましょう！
（ご注意！）廃棄物の野焼きは、稲わらの焼却やあぜ焼き、たき火などの日常

生活上の軽微なものを除いて法律で禁止されています。

真新しいキッチンとなった今回は、
カレーづくりにチャレンジ、エプロン
に三角巾、普段見慣れない姿で、西口
講師のレシピ説明を聞き真剣に取り組
だ１６名のおじさん達。

煮汁のとり方から玉葱やジャガイモの炒める手順など一寸の工
夫で深みがあり、一味違う美味しいカレーが出来上がりました。
それぞれが自慢のカレーを美味しく頂きました。

次回は、ちらし寿司の予定。多くの参加をお待ちしています。


