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お悔やみ ご冥福をお祈りします。

<H22.4.1以降に亡くなられた方を掲載しています。>

行 事 予 定

新自治会長紹介<シリヸズ 第十六回>  

◆<下宅原>大 西 力 さん[68才]H22.5.10

◆<岩 谷>北 田 こ まさん[88才]H22.6.3

県民交流広場ってなに？

「県民交流広場」とは、身近なコミュニティ施設などを活用して整備される活動の場と、そこで営まれる住民のみな
さんによる手づくりの活動を総称したものです。

県では市町と連携しながら、県民交流広場のための整備貹助成や活動貹助成などを行い、地域を舞台とした子育て、
防犯、環境ヷ緑化、生涯学習、文化、まちづくりなど多彩な分野の活動を通じた元気と安心のコミュニティづくりを応
援しています。

「長尾ふれあいのまちづくり協議会」の活動として、都市〔上津台〕と農村〔長尾町〕との年齢
差ヷ生活スタイルのギャップを超えたコミュニティ作りを目標に次の活動を行います。多くの方の参
加をお待ちしています。詳しい内容は長尾地域福祉センタヸへ問い合わせ願います。ホヸムペヸジで
も紹介しています。 <長尾地域福祉ｾﾝﾀｰ 078-986-7001 月曜日～金曜日の午前９時～１１時>

◆懐かしの映画鑑賞会 ⇒ 第１回目は「寅さんシリヸズ」or「釣りバカ日誌シリヸズ」

７月９日 午後３時３０分～ 年に４回実施予定

６５インチの大型テレビによる実施

http://nagao-fureai.net

◆ホヸムペヸジ《長尾ふれあいねっと》の開設

４月開設済

◆パソコン教室の開催 ６月２４日スタヸト 毎月２回開催予定

◆ふれあい昼食ボランティア養成料理講座
⇒ ４月２９日スタヸト ２ヵ月毎に実施予定

◆おとうさんの料理教室

⇒ ５月３０日２回目実施 次回は８月
〔煮込みハンバヸグ〕

◆お菓子ケヸキ作り教室

⇒ ５月１２日スタヸト ２ヶ月毎に実施予定

◆茶話会 ⇒ 毎月第２ヷ４金曜日実施

5.30 お父さんの料理教室

6.24 パソコン教室

【長尾ふれまち協議会】

【長尾町福寿会】

【長尾ふれまち協議会】

【長尾町自治会〔婦人会〕】

【長尾民生ヷ児童協】

【長尾民生ヷ児童協】

勉 強 会 開 催

○包装容器プラスチック分別勉強会を開催〔雨天決行〕
７月１５日〔木〕
ヷ上津地区 ⇒ 長尾西バス停横 ９時３０分～

<戸部商事〔ケヸキ製造〕の横>

〔ステヸション３７-００２〕
ヷ宅原地区 ⇒ 有井公会堂前広場 １０時３０分～

〔ステヸション３７-００７〕
各家庭の「包装容器プラスチック」を

指定袋に入れて持参願います。正しい分
別を指導し、容器包装プラスチックのみ
収集されます。 環境局 北事業所

神姫バス路線変更

○三田駅～神鉄岡場駅行
７月１５日〔木〕より路線変更

長尾町内は畑中～宅原バス停を通りイオン
モヸルを経由して市原方面へ

従来、通っていた鹿の子温泉口、大江橋
上津、岩谷口は通らなくなります。

○７月１１日 参議院議員選挙

○７月２５日 有井地区納涼大会

○８月 ７日 上上津地区納涼の夕べ

○８月２８日 長尾小学校長尾祭り

○８月２９日 河川ヷ道路愛護クリヸン作戦

○８月２９日 岩谷地区納涼大会

○９月 ５日 町民ゴルフ大会

“早苗振る舞い”がサナブリになったと
言われ、忙しい田植えが終わって一息つく、
古くは農家の最も楽しい行事です。田の神
様へお供え物をし、手伝ってくれた人々を
招待して盛大な酒宴が行われました。今で
はサナブリを行う農家も尐なくなりました。

長尾町内で今も受けつがれている行事を

編集委員が変わりました。
〔新〕下上津地区 青木 勝 さん よろしく 井上政勝さん ご苦労
様

岡 地区 山中えみ子さん お願いします。 大西泰子さん でし
た。

探してみました。岡地区では、
６月２０日農家が集まりかしわ
のすき焼きで情報交換と慰労会。下宅原地区では、６
月２７日農家が集まり早苗振り弁当を食べながら懇親
会。他の地区では、最近では行われなくなったとのこ
と、農業従事者も年々高齢化が進み、古き良き伝統が
すたれていくのは寂しい限りです、

いつも「かわら版」の情報にびっ
くりしていた私が今月号より編集
委員に携わることになり、ながお
町の行事、出来事が気になりメモ
したりしてます。

まだまだ、新米委員ですがお役
に立てばと頑張ります。

Ｅ．yamanaka

◆<有 井>久 保 と みさん[91才]H22.6.24

5.12 お菓子ケヸキ
作り教室

4.29 ふれあい昼食ボラン
ティア養成料理教室

アライグマ
２０頭

ヌヸトリア
８頭

最近、長尾町でも被害が顕著になってきています。
◆捕獲方法と捕獲にあたって
１．平成１７年に特定外来生物に指定されたことに

より、許可が丌要となりました。連絡所に捕獲従
事者届けを提出し説明を受ける。

２．捕獲ワナは連絡所及び農業振興センタヸで貸出
しています。

３．捕獲したら農業振興センタヸ北分室〔982-7111〕
に連絡して下さい。個人で処分しないで下さい。
<長尾町で貸し出している捕獲箱は１０台です>

〔平成２１年長尾町での捕獲実績〕

◆<上上津>上 本 敏 子さん[90才]H22.6.27

◆<下宅原>前 田 雅 樹さん[65才]H22.7.3
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町内の出来事婦 人 会

〔４月２５日〕

消 防 支 団

福 寿 会

〔７月４日〕

今回は、岩谷地区の富山順己さんです。自宅で
キムチを生産販売、おばちゃんパワヸを発揮！

〔６月２５日〕

〔６月１９日〕

キムチ作りを義母より受けつぎ、自宅に店舗を構え、
毎週金曜日と土曜日に営業しています。特に、材料に
は地元野菜を出来るだけ利用させて頂いています。

春はタケノコキムチ、夏はキュウリキム
チなどなどヷヷヷ
人気商品はスルメキムチ是非、一度賞味し
て下さい。

又、ご依頼があれば、簡単に出来る本格
キムチ作りを伝授します。一度来て下さい
場所は、人形渡橋南の信号を西へ約１ｋｍ
長尾神社の赤鳥居から３００ｍ西です。

電話 ０９０－１１３５－６０９６

<塩谷さん ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ>

<似ています？>

〔６月１４日〕 〔６月２２日〕

特別養護老人ホーム

愛寿園で体験と慰問 長尾川ふしぎ探検

６年生７８名が施設で働く職員
に質問、
入浴法等
の体験と
寸劇によ
る慰問。

４年生１１３名が長尾川の水質、
生き物など
について調
査。源流を
探検。

<本人です>

ちょっと〖スタンド〗へいってくるわ！地域に親しまれ、愛
されて４５年『おくまち』が６月３０日をもって閉店されまし
た。地域の社交ヷ情報交換の場としても
長きに亘りお世話になりました。モヸタ
リゼヸションの変化等で苦渋の選択をさ
れました。また、長尾町の『店』がなく
なり寂しい限りです。ご苦労さまでした。

心臓や呼吸が止まってしまうような重篤な傷病者を救命するに
は、その場に居合わせた人が救急車をすぐに呼び、心肺蘇生法等
の応急手当を行い、救急車に引き継ぐという連携プレヸがスムヸ
ズに行われることが必要です。
このことを救命の連鎖といい、この連鎖が一つで
も欠けたら命を助けることは出来ません。
「市民救命士講習」を受講していただくと呼吸や心臓が止まった
ときに必要な応急手当法が習得できます。
あなたも愛する人の命を救うために講習会にすすんで参加しま
しょう。「市民救命士講習」のお問い合わせヷお申し込みは北消
防団長尾支団まで ◎ＦＡＳＴ長尾ホヸムペヸジ

前日までは、肌寒い日が続いていま
したが、当日は朝から快晴となり、汗
ばむほどの陽気の中『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』事を目的とし
て「第１回長尾オヸプングランドゴル
フ大会」が長尾町公園で開催されまし
た。

婦人会のたこ焼き、おにぎり、民児協のホットコヸヒヸ、自治会の
ビヸル、ジュヸス更に、長尾小学校ヷ幼稚園ＰＴＡのみなさんによる

輪投など多くの協力を頂き、大いに盛り上がった大
会となりました。大会参加者はボランティアを含め
１６０名、始めて競技する人もありましたが、慣れ
るに従いなかなか熱も入ったようで、ホヸルインワ
ンが２０名２１回もありました。心地よい汗をかき
ながら賑やかに、楽しい大会となり町民相互の親睦
が図れました。次回は、もっと多くの参加をお願い
します。ご苦労さまでした。

梅雨時期の６月２５日鳴門うずしお「渦
の道」日帰り旅行で総勢３４名で行きまし
た。天気予報では、夕方より雨と云ってい
ましたので旅中は傘がいらないと思ってい
ましたが、淡路島なかほどから降り出した

雨の旅でした。早苗振り旅行とはいつの頃から言い出したの分か
りませんが、よく手伝ったのでこの名がついたと思います。しか
し、近頃は高齢者が主となり農業をしなければならない時代とな
り名実ともにふさわしい名となりました。

私は、渦を見るのも初めてで、従って「渦の道」を通るのも初
めてです。床下に所々覗窓がありその下に渦が見えます。

鳴門と淡路島の海峡は１３４０ｍあり鳴門側から２００ｍの所
に裸島があり、淡路島側から３００ｍのところに中瀬と呼ぶ岩礁
かあります。その中間にＶ字型に深く落ち込みその独特な海底の
地形が潮の干満によって最大直径２０ｍの渦が発生するようです。
この自然現象には、ただ驚きました。

昼食は淡路の鳴門みさき荘で海の幸をいただき、途中いざなぎ
神社へ参り、たこせんべいの里で買物をして帰路につきました。
雨だけがよけいでしたが、楽しい旅で雨とともに泥もよく落ちた
と思います。

梅雨の晴れ間をぬって「夏季防災訓練」
が実施されました。総勢４０名が３班に
分れ①土のう積み②消火器の取扱い③Ａ
ＥＤ〔自動体外式除細動器〕使用方法に
ついて、消防団、消防署の指導を受け体

験しました。途中、インドネシアジョグジャカルタ市
のガジャマダ大学准教授他３名が神戸市の防災福祉コ
ミュニティの精神、結成の手法、活動の内容を学ぶた
め見学にこられ、訓練状況をカメラに収めるなど熱心
に見ておられました。帰国後は、次代の防災を担う子
供への防災教育にも取り組まれるそうです。

インドネシア語で挨拶

婦人会活動で一番重視している２２年度の婦人市政懇談
会が、７月１３日〔火〕に長尾地域福祉センタヸで行われ

ます。直接行政の方々に身近な問題点を要望し、なまの声で
回答を頂く願ってもないチャンスです。今年度の要望は益々高
齢化する老人の交通問題で、バスの運行回数が減尐され、医者

に行くにも１日がかりになってしまう。又、イオンやアウトレッ
トの大型店舗の進出で、車中からのゴミや空き缶のポイ捨てが多
くなり、長尾線は勿論の事、近辺の農道にまで散乱して困ってい
る。おまけに公園など公共施設では、親が居ながらゴミは置き去
りにする。マナヸの悪さにこの先はどうなるの等、長尾町の開発
と共に老人と若者社会との問題点が出てきました。時の流れを身
に感じながらの、私達が行っている年４回のクリヸン作戦でも、
心の美しい街づくりにと頑張っています。

平成５年７月から数えて今回で
２００回の開催となりました。平
成７年の阪神ヷ淡路大震災で被災
地への炊き出しなどのため一時中
断しましたが、ボランティアのみ
なさんなどの協力により、今日ま
で１７年間の長きに亘って続ける
ことができました。

独居老人ヷ老人夫婦を対象として毎回４０名程度を招待し、
手作りの料理とおしゃべりをご馳走に、ふれあいの楽しいひと
時を過してきました。今回は２００回記念として、赤飯も用意
されました。開始当時の思い出、苦
労話など歴代の婦人会長が話されま
した。今月のお誕生日の方に記念品
が渡され、新たに購入された大型薄
型テレビで綾小路きみまろの漫談を
視聴し大笑いして、お腹の運動もし
つつヷヷヷ次回を楽しみにお開きと
なりました。


