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行 事 予 定

新自治会長紹介<シリーズ 第十七回>  

昭和５年、有馬郡道場町居住の辻
元伊太郎氏は、予てより病弱であっ
た妻こふじの病気平癒祈念の為に、
所有の裏山である法林山の地に一宇
を建立する。

当時、盛んであった妙見信仰の霊
験を請い、大阪豊能郡能勢妙見山の
ご神体、能勢形の妙見大菩薩を奉安
し、昼夜祈念したのが始まりである。

今年も町内各地で“秋祭り”が盛大に賑やかに行われました。中でも、古
くからの伝統を氏子たちの熱意で守り、継承されている大歳神社の曳きだん
じりにスポットを当ててみました。

昨年は、新型インフルエンザの流行で急遽中止となりましたが、今
年は、若い人達を中心に、種目の見直しなどをおこなった初めての運
動会となります。いい汗かきましょう！

●ところ 長尾町公園グランド

●じかん ９：００ ～ １５：３０ 〔雨天の場合は中止〕

《変更となった競技種目》
※復活 ⇒ ゲート通し〔得点競技〕 ※新規 ⇒ 終りの体操〔全員〕
※廃止 ⇒ 風船割り、スポーツクラブ紹介、両手使い

貴方の自慢、自信作を是非、出品して下さい。

●ところ 長尾地域福祉センター

●じかん １０：００ ～ １６：００
※出品申込 １０月２０日まで

○１０月２３日〔土〕料理ボランティア養成料理教室〔ふれまち〕

○１０月２４日〔日〕お父さんの料理〔ふれまち〕

○１０月３１日〔日〕宅原寺人形供養祭

○１１月 ９日〔火〕上上津ひまわり会日帰り旅行

○１１月１４日〔日〕有井ひまわり会日帰り旅行

○１１月１４日〔日〕豊浦婦人会日帰り旅行

○１１月１７日〔水〕ケーキ・お菓子作り〔ふれまち〕

○１１月２７日〔土〕神戸健康ウォーク〔長尾町編〕

○１１月２９日〔月〕岡婦人部日帰り旅行

○１２月 ４日〔土〕年末もちつき大会〔社会福祉協議会〕

○１２月 ５日〔日〕下宅原婦人部日帰り旅行

○１２月１１日〔土〕北区総合防災訓練<場所：長尾小学校>

秋本番を迎えて、食欲・芸術・音楽・スポーツ・読書など何をするにも適した季節
となりました。皆さんはどのような秋をお過ごしでしょうか。

秋祭りが各地区で行われましたが、その中でも獅子舞は、動作が活発で体力の消耗
度も激しく、若い舞手が丌足している中で「かわら版」などを通じ故郷の情報を多く
の方に提供させていただき、町ぐるみの催しとして盛り上げ、地域文化の象徴ともい
える芸能を消すことなく、長く後世に伝承して行きたいものです。

故郷の歴史や文化を振り返り、再発見してこれからの地域づくりの第一歩にすべく、
編集委員として頑張って行きます。みなさんのご意見・ご要望などをお待ちしていま
す。 M.aoki

その後、妙見様の導きに
より、昭和８年、各地をお

題目唱題行脚修行中の日本山
妙法寺〔法華経唱題行の修行
場〕の尼僧、倉野行栄尼がこ
の地に立ち寄り、安置の妙見
菩薩を拝して感銘し法林山妙
見堂と称し、法華経広宣流布
の道場として布教活動を始め
る。 爾来、法華経の行者が
嫡々相承し現在に至る。

場所は、神鉄道場～横山へ向い下宅原の踏み切りを過ぎて間もなく
線路の左手にある。いまも毎月１日１５日の妙見講及び年５回の各大
祭には、近所の人達がお参りされています。

昨年は新型インフルエンザの為、中止になっ
たイベントですが、今年も、キンボールとグ
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。多くの方の参加をお待ちして
います。

●日 時：１１月２０日〔土〕午前９時～
●場 所：長尾小学校 アリーナ、運動場

※申込み：各地区の自治会へ申し込んで

下さい。〆切１０月２９日〔金〕

お悔やみ
ご冥福をお祈りします。

<H22.7.4以降に亡くなられた方を掲載しています。>

◆<岩 谷>大 西 清 子さん[100才]H22.10.6

長尾スポーツクラブ

赤 井 家
クラッシックコンサート

茅葺き民家で聴くクラッシックコンサートと
「茅葺き」に関するパネルディスカッション

●日 時：１１月２７日〔土〕
午後４時３０分～６時３０分

●場 所：長尾町上津 赤井家住宅

※申込み：北区まちづくり推進課

℡：078-593-1111〔代〕

大歳神社の秋祭りはカン
カン・ドテドテの音ととも
に、だんじりと子供神輿が
集落を巡回する。囃子は太
鼓・鼓・半鐘・釣鐘の４種
類、祇園囃子やケヤリで祭
りを盛り上げる。

昭和41年、曳き手が青年
団から隣保の持ち回りに変

わり、人数丌足
から集落廻りを
中止、境内のみ
での引き回しに

なる。しかし昭和56年、
若者集団の消防団が曳き
手を引き継ぎ、今では昔
ながらの祭りに戻った。

だんじり内で
囃子を担当するのは
小学校の高学年。囃
子や歌を習った子供
たちが、これからも
この伝統を引き継い

でもらいたい。

<宮入での練り廻し>

<子ども神輿と集落を練り歩く> <参道の坂道を上ると間もなく宮入>
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町内の出来事
婦 人 会 〔９月５日〕

消 防 支 団

〔９月１１日〕

〔８月３日〕
福 寿 会

連日３５℃を越える酷暑が続いた今年の夏！９月になっても残暑厳
しく秋は気配さえ感じさせない中、町民ゴルフ大会が開催されました。

参加者は町民、一般含め１９０名、例年にも増して珍プレー好プレー
が続出した有意義な大会となりました。競技終了後の表彰式・交歓会
では競技にも参加された石井神戸市副市長の「長尾町も上津台等の新
住民との交流を深めるなど、今後益々活性化を図って下さい。」など
挨拶のあと賑やかに懇親を深めました。

団体戦は下宅原地区が３年振りに優勝。個人では上上津地区の塩谷さ
んが初優勝されました。シニアの部では有井地区の河脇さんが優勝さ
れました。おめでとうございます・

シニア NET

優勝 河脇 進 ７３

団体優勝

上元さん、谷口さん、北ノ上さん

塩
谷
さ
ん

シニア優勝

河脇さん

<成績>

団体戦 NET

優勝 下宅原地区 ２２０．８
２位 有 井地区 ２２３．６
３位 岩 谷地区 ２２４

個人戦 NET

優勝 塩谷 光代 ７０

２位 上元 哲滋 ７２

３位 北ノ上 昇 ７２．２

個
人
優
勝

しおり

得意の料理の腕前を生かし、各方面で活躍され
てます豊浦地区の西口房子さんです。

しおり

パンフレット

従来からあった神楽のしおりが残り尐なくなり
増版する必要がありましたが、神戸市の〖地域提
案型活動助成〗へ「熊野神社のパンフレット」と
「神楽のしおり」を一新し神楽
の活性化を図る旨の提案をした
ところ認められることとなりま
した。

新しい「神楽のしおり」は神
楽のいわれから各演技種目の説
明を含む６頁のものと、小学生

を対象に今回新しく制作した、神楽を含む熊野
神社全体を平易に説明したものの２種類です。
今年の秋祭りに間に合いましたので、ご参拝の
皆様には新しいパンフレットとしおりをご覧いただけます。

〔９月２０日〕

長尾町で７５歳以上の方が、昨年よ
り１５名増えて２４５名となりました。
まだまだ！頑張って下さい。

〔神戸市統計資料より<H22.8.2:現在>〕

長尾町人口 男性７２２名
女性７７５名

計 １，４９７名

北神戸中学校吹奏楽部が兵庫県マー
チングコンテストにおいて、昨年に引
き続き金賞を受賞し県代表に選ばれま
した。

猛暑の夏、炎天下での練習にくじけ
そうになりながらも、６４名の仲間同
士励ましあい頑張ってきました。長尾
小学校にて演奏する機会を不えて頂い
たり、地域のご協力のお陰で、毎日練習に没頭することができま
した。

関西大会〔９月２３日〕、全力で挑みましたが関西勢の壁は厚
く結果は惜しくも銀賞。しかし厳しい練習で培った部員たちの熱
い思いは、これからも受け継がれていくことでしょう。

だれも秋になり菊が咲くと、美し
いなと思い作ってみたいと思いま
すが、なかなか作れないのが普通
です。

昨年までは、大菊の三本立て、
福助作りを教えてもらっていまし

たが、今年は趣向を変えて盆栽菊作りにチャレンジしました。
盆栽菊を見たこともないし丌安でしたが、先生の気も察しその気

になりました。その講師さんは三木市豊岡の飯田先生で、今年の春
苗を２５本ほど貰って、皆にわけ育てています。盆栽菊の基本は、
木の盆栽、庭の松の木のように幹があり枝があり葉がありそれに花
を咲かすと考えてもらったらよいとのこと。５月、７月、８月と３
回講習を受けましたが、果たしてどんなものが出来るか見ものです。

福寿会で菊作りをする人が、亡くなられたり、老いたりしてだん
だんと尐なくなってきている現状です。

若い人、女性の方が作って下さることを希望しています。

メニュー考え中

北消防団長尾支団では、地域のみなさんとの交流を深めながら、
わがまちの防災リーダーとして、積極的に活動する消防団をめざ
しています。あなたも、このまちに暮らし、このまちで働く仲間
として、私たちと一緒に消防団活動に参加しませんか。女性の方
の入団大歓迎です。 待ってます！
＊長尾支団への入団要件＝長尾町・鹿の子台・上津台・赤松台に
居住または勤務する
１８才以上の健康な方。（退職団員の再入団可）

詳しくは、下記長尾支団のホームページをご覧ください。
⇒ http://e-nagao.net/fire/

○問い合わせ先：北消防団長尾支団本部（北区役所長尾連絡所）

〔１０月４日〕

１０月４日小雨降る中バスは長尾を出発しました。お昼
ごろからは天気も回復し、楽しい旅行が出来ました。まず

は、国宝犬山城の見学のあと、犬山ホテルでホット一息をつ
きながら昼食、献立は和食の会席膳みんな満腹となって、次は
渓谷美と迫力満点の日本ライン下りです。波しぶきではしゃぎ、
最後にお菓子の城へと行きま

した。ここはお菓子を試食して買
物をするところと思っていました
が、ヨーロッパの古城や世界の名
所など全てお砂糖で作られ、又、
世界一高い１４．８メートルのシ
ュガーケーキには、びっくりしま
した。
その後帰路となり、参加者一同満
足した楽しい一日だったと思って
おります。来年はどこに？と楽しみを胸に描きながら解散しました。

犬山城

６年生８１名の組み体操

病院の管理栄養士を定年退職後、得意な料理
の腕前を生かして、八多町中地区にあるコレク
トハウス悠遊館に入居されている方の昼食・夕
食を週５日、又三田市の福祉ケアマネージャー
とも連携し一人住まいの老人の方に夕食の配食
などをされています。

元気のみなもとは、「１人でも私の作った料
理を喜んで、待っている人がいるかぎり止められない！」と「物づく
りをする喜び！」７０歳までは、ガンバル！そうです。

長尾町の男の料理、ふれあい昼食ボランティア養成料理教室でも講
師として活躍しておられます。他に趣味は、書道と琴だそうです。

秋晴れにめぐまれた９
月１８日、新校舎建築工
事が完了した後、始めて
の運動会が開催されました。
児童数６８９名〔内長尾町５３〕
と増加したこともあり、各種目が

単独学年で演じられたとのこと。うちの孫はどこ？と双眼鏡を覗
くおじいさん、おばあさんの姿が見受けられました。子ども達は、
演技に夢中！真剣な眼差しとハツラツとした姿に感動を覚えまし
た。

〔９月１８日〕

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

