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平成２３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 

行　事　予　定 

お悔やみ 
ご冥福をお祈りします。 

　<H22.10.7以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◆<下宅原>辻　元　武　夫さん[96才]H22.11.3 

　　　　　　　　　新年あけましておめでとう 
　　　　　　　　ございます。長尾町のみなさ 
　　　　　　　　んには、ご家族お揃いでお健 
　　　　　　　　やかに新春をお迎えのことと 
　　　　　　　　お慶び申し上げます。昨年は 
　　　　　　　　自治会活動に格別のご支援、 
　　　　　　　　ご協力を頂き心より感謝しお 
　　　　　　　　礼申し上げます。 
　昨今の社会問題において、大変厳しさを感じ
させています。若い人達が夢と希望を持てる年
であってほしいものです。市民が安全で安心し
て暮らせる豊かな社会の構築、これこそが人間
生活の基盤ともいわれています。長尾ふれあい
のまちづくり協議会では、県民交流広場事業に
より、改修された長尾地域福祉センターを活用 

◇１月１０日〔月〕下宅原自治会　新年会 
◇１月１３日〔木〕多聞寺　毘沙門天大祭 
◇１月１４日〔金〕とんど　各地区 

【下上津】 

して「お父さんのための料理教室」を始め「パ
ソコン教室」など様々な活動が展開されており、
長尾町自治会も一翼を担っております。なお、
活動状況はホームページ「長尾ふれあいねっ
と」でもご覧頂けますので、一人でも多くの方
に参加して頂ければと思う次第です。 
　上津台も、各丁目に自治会が結成された様で
す。上津台・長尾町両自治会共に１校区一体と
なって協調しながら明るいまちづくりにしたい
と思っています。本年も皆様方の益々のご健勝
とご多幸を心より祈念申し上げ年頭の挨拶とい
たします。 

<平成２年４月２日から平成３年４月１日の間にお生まれの方> 

岡田　麻希 今西　奈々　　塩谷　ゆりか 
田頭　知枝　　鶴田　愛美 
坊ヶ内　渉　　水野　望 

江上　健太郎　　岡村　明奈 

岡嶋　千鶴　　北安　裕子　　　 
呉田　耕輔　　呉田　祥子　　 

北ノ上　篤志　　西井　梨恵 

◎社会人としての自覚を持って行動し、毎日笑顔でいられるような人になりたいです。〔岡田〕 
◎大人としての自覚を持ち、目標に向かって頑張りたいと思います。 　〔今西〕 
◎成人として、強い責任と自覚を持ち、社会の一員として出来る事を頑張り、グローバルな人間に成りたい。〔塩谷〕 
◎『いい女』目指して、外側も内側も磨いていきます(*`∀´*)」≡3.+゜*。・　〔田頭〕 
◎２０歳を迎えて沢山の人にお世話になったことを大切にして、その感謝を忘れずに大人の一員として自分の行動や言 
　動に責任を持っていきたいです。〔鶴田〕 
◎責任を伴った行動をとれる人間になりたいと思います。 〔坊ヶ内〕 
◎二十歳を迎え、周りに対する感謝の気持ちを忘れずに、これからは新成人としての責任と自覚を持って新たなチャレ 
　ンジをしていきたいと思います。〔水野〕 
◎成人したという自覚を持ち、今までと違い一つ一つ自分の行動に責任を持って生活していきたいです。〔江上〕 
◎「もう自分が成人」という実感は、まだわいてきませんが、少しずつでも大人であるという自覚を持てるようにして 
　いきたいです。〔岡村〕 
◎余裕のある大人になりたいと思います〔岡嶋〕 
◎　臥薪嘗胆　　北安〕 
◎やった！大人の仲間入り。今までお世話になった人達にありがとう。これからは社会に役立つ人間になるよう頑張り 
　ます。〔呉田耕〕 
◎二十歳を、新しいスタート地点として、さまざまなことに挑戦していきたいです。〔北ノ上〕 
◎成人としての自覚を持ち、社会人としても責任を持って、より一層精進していきたいと思います。〔西井〕 

◆<有　井>内　垣　みさゑさん[88才]H22.12.2 

◆<上上津>三　谷　尚　子さん[96才]H22.12.2 

パパ〔片山　誠〕 

ママ〔片山恭子〕 

と一緒に、昨年の 
６月に長尾町に帰 
ってきました。 

〔ボクはその時はお腹の中〕生まれた時の寒
さにビックリしました。今後ともよろしくお
願いします。 

　片　山　真紗輝〔長男〕 
平成２２年１１月８日生まれ 

　<H22.10.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

　ま  さ  き 

二十歳の抱負

　　　　　　　かわら版も８年、町広報誌として一定 
　　　　　　　の役割を果たしてきました。昨年は、春 
　　　　　　　に「第１回長尾ｵｰﾌﾟﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会」 
　　　　　　　「長尾ふれあいねっと」のホームページ 
　　　　　　　開設など、長尾ふれまち協と一体となり 
　　　　　　　さまざまな行事が行われてきました。長 
　　　　　　　尾町の高齢化率は３３.５％〔神戸市全　 
　　　　　　　体22.2%〕赤ちゃん誕生は、毎年数名と
ますます少子高齢化が進んでいます。でも、地域のふれ
あい・つながりを大切にもっともっと活力ある”我が
街”にしていきたいものです。　　K.oonishi 

  　　※高齢化率：65歳以上人口の比率 

平成22年秋から平成23年１月９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。 
１．兵庫県知事表彰 
　　永年勤続功労章 
　　第一分団　団 員　辻　明男 

２．兵庫県消防協会長表彰 
　　功績章 
　　本部　分団長　辻元泰輔 

　　勤続章  
　　本部　副支団長　流田時夫 
　　第二分団　団 員　安井良平 
　　第三分団２班　団 員　馬場文雄 

　　精勤章 
　　第三分団２班　団 員　寺内　弘 

３．神戸市長表彰 
　　第一分団　分団長  鶴田佳伸 
　　第三分団１班　団 員  岡　実 

４．北消防署長表彰　　　 
　　第一分団　班 長   流田敦史 
　　第一分団　団 員   辻　敦之 
　　第二分団　班 長   善入大介 
　　第三分団１班　部 長  野村一正 
　　第四分団　分団長  新谷政也 
５．北消防団長表彰　 
　　第一分団　　　団 員  松原哲朗 
　　第二分団　　　部 長  片山巧児 
　　第三分団１班　団 員  有井順一 
　　第三分団２班　団 員  馬場茂行 
　　第四分団　部 長  岡田龍二 

◆<上上津>鶴　田　憲　弘さん[78才]H22.12.16 

【　岡　】 

パパ〔北野　真也〕 

ママ〔北野　新子〕 

　北　野　　詩　〔長女〕 
平成２２年１０月１４日生まれ 

　うた 

元気で笑顔いっぱいに育ってネ。 
たくさんの人に愛されますように！ 

◇１月１９日〔水〕熊野神社厄除祭 
◇１月２４日〔月〕福寿会　初詣・和歌山日帰り 
◇１月２５日〔火〕町自治会　新春の集い 
◇２月１３日～１４日　上上津自治会　伊勢参り 
◇２月２０日～２１日　下上津自治会　伊勢参り 

※名前掲載を了承された方のみ掲載しています。 
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町内の出来事
婦　　人　　会

〔１０月３１日〕 
〔１２月１１日〕 

〔１１月２７日〕 

民　生　委　員

〔１１月２０日〕 

〔１１月２７日〕 

〔１２月４日〕 

　昨年は、インフルエンザで中止となった大
会でしたが今年は、天候にも恵まれ、グラン
ドゴルフ８チーム、キンボール９チームの参
加を頂き、楽しい一日を過ごす事が出来まし
た。今回は、上津台の自治会からの参加もあ
りスポーツを通じて長尾町と上津台の交流が
深められたのでは・・・・と思います。自治
会の皆さんには、ご参加のお願い等でご協力
頂きありがとうございました。 
　●ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ優勝 
　　　　ザ・アカマツチーム〔岩谷〕 
　　　　　　※ホールインワン８名 

　●ｷﾝﾎﾞｰﾙ優勝 
　　　　長尾小先生チーム 〔アリーナでのキンボール〕 

〔子どもチームも参加グランドゴルフ〕 

　◇ ◇ 民生委員・児童委員が改選されました ◇ ◇ 

　任期満了に伴い昨年１２月１日 
付けで次の方が厚生労働大臣から 
委嘱されました。 

消　防　支　団

　氏　　　名　　 担当地区等 　氏　　　名  　 担当地区等 

岡田　一郎　  

今西　久子　　 内垣　正之　　有井 

松原　保子　　  上上津東 

中尾　省三　 　 上津台1～5 

小南　秀富美　  下上津 

小家　明美　　 豊浦 

大西　尚　　　岡 

北ノ上久子　　下宅原 

石倉　典子　　主任児童委員 

西井　一成　　主任児童委員 小西　善見　 　 上津台6 

 上上津西 
 上津台7～9 

 岩谷 
 赤松台1～2 

☆印　新任、それ以外の方は再任です。

　☆ 　☆ 

　☆ 

遠慮なく担当委員に声をかけ
ご相談ください。 
全市で２，４４２人に委嘱。 

　　　　　　　　　　　　秋台風が通 
　　　　　　　　　　　過した後、天 
　　　　　　　　　　　候を心配しな 
　　　　　　　　　　　がらの運動会 
　　　　　　　　　　　となりました 
　　　　　　　　　　　。昨年はイン 
　　　　　　　　　　　フルエンザで
中止となったため、今年は各地区共に
何とか上位入賞をと、熱心な応援を背
に選手は、一生懸命頑張りました。綱
引きは強豪岩谷地区が順当に勝ち進み
連覇。お菓子取り競争では小さな子ど
も達がグランド狭しとお菓子に向って 

　優　勝　　岩　谷地区　２６点 

　準優勝　　下上津地区　２６点 
　三　位　　上上津地区　２４点 

一目散！心がホットする光景
でした。年配の人から小さな
子ども達まで、一同に会する
運動会、快い汗とともに、親
睦が深められたことと思いま
す。修了間際に降り出した雨
のため表彰式はテントの中。
各地区の体育委員、婦人会な
どお世話して頂いた方ほんと
うにご苦労さまでした。 

地区対抗リレー決勝

「ガンバレー」熱心に応援

ジャンケン 
で決着

　東南海地域で発生した震度７
の地震により長尾町でも長尾川
の氾濫、道路陥没・隆起等の甚
大な被害が発生したとの想定の
もと、防災関係機関と住民が一
体となって行うことにより、防
災体制の確立と住民の防災意識　　 
　　　　　　　　　の高揚を図 
　　　　　　　　　ることを目 
　　　　　　　　　的として実 
　　　　　　　　　施されまし 
　　　　　　　　　た。長尾防 
　　　　　　　　　災福祉コミ 
　　　　　　　　　ュニティ、 
　　　　　　　　　北消防長尾 
支団、婦人防災安全委員、北区
連合婦人会、長尾小学校児童な
ど関係機関合わせて約４００名 

が参加し 
た訓練と 
なりまし 
た。訓練 
内容は広 
報・警戒 
パトロール、避難誘導、取り
残された人の救出、倒木除去
など、消火訓練では、長尾小
学校の特別消防隊１２名も参
加一斉放水をしました。炊き
出し訓練では、長尾婦人会が
アルファ化米を使って作った
カレーを試食しました。この
訓練を機会に災害に備え、各
家庭で「いざの時」について
話し合ってみてはどうでしょ
うか。 

一斉放水訓練

倒木除去訓練

　　　　　　　　　　　　年末恒例の行事となった「親子餅 
　　　　　　　　　　　つき大会」今年も、約４００名が参 
　　　　　　　　　　　加して長尾幼稚園園庭で賑やかに行 
　　　　　　　　　　　われました。もち米６０ｋｇ、小豆 
　　　　　　　　　　　３升、大根２５本、きな粉２ｋｇが 
　　　　　　　　　　　みんなのお腹に入りました。始めて 
　　　　　　　　　　　臼での餅つきを経験したお父さん、
へっぴり腰がだんだん旨くなってなかなかのもの、 
子ども達の掛け声に合わせてヨイショ！晴天に恵ま 
れ楽しい一日でした。お世話をして頂いた方、あり 
がとうございました。 

お友達の掛け声に合わせてﾖｲｼｮ

長尾地区社会福祉協議会 
長尾児童館　　父親クラブ

　　　　　　　茅葺き屋根とふれあう月間〔11/7～12/4〕の催しの 
一つとして、静寂な民家、赤井家で宮下和子さんのバイオリンと松本
吉夫さんのクラシックギターによるコンサートが開かれました。坂
東北区長他、一般応募の方４０名、地元の方、茅葺屋根プロジェ 
　　　　　　　　　クト、築士会など約８０ 
　　　　　　　　　名が生演奏に耳を傾け素 
　　　　　　　　　晴らしい音色に感動しま 
　　　　　　　　　した。 

♪ ♪ 

長尾茅葺屋根保存会 
神戸市北区役所

　朝夕がめっきり寒くなった晩秋の長尾の 
里。北区主催の「こうべ健康ウォーク」長 
尾町編が行われました。一般応募の方とス 
タッフを含め約８０名が長尾地域福祉セン 
ターを起点とし、熊野神社～長尾神社～行 
者堂～上上津集会所～茶臼山と８ｋｍのコ 
ースを歩きました。昼食時には、婦人会に 
よる豚汁を頂き、お土産は長尾のみなさんの暖かいもてなしと地元
産キヌヒカリ。「大変楽しかった」とお礼の言葉を頂きバスを見送
りました。 

〔熊野神社〕 

平成１８年６月１日から「住宅用火災警報器」の設置が義務化さ
れ、平成２３年５月３１日までにすべての住宅に設置しなければ
なりません。まだ設置されていないご家庭は１日も早く設置しま
しょう。機器は、ホームセンターや電器店で購入でき、自分で取
り付けられます。１個あたりの価格は機能によって２，５００円
から８，０００円くらいです。悪質な訪問販売などにご注意くだ
さい！ 
◎各住宅によって設置個数は異なります。 
　詳細については、消防署またはお近くの消防団員にご相談くだ　　 
　さい。 
◎長尾支団ホームページ　⇒　http://e-nagao.net/fire/ 

 　　　　長尾町の活性化にと微力ながら頑張っている婦人会活動 
　　　に、今年は行政側からのイベント行事に当番が大当たり、 
　　１１月２７日〔土〕の北区健康ウォークには、上上津集会所 
　で豚汁の炊き出し１００食分、１２月１１日〔土〕の北区防災 
　訓練にはカレーの炊き出し４００食分を作り、会員総出で頑張
りました。又、各地区の自治会長さんや役員さん達にも応援いた
だき大きな行事を終了することが出来ました。ホットしたところ
で、１２月１８日〔土〕ささやかな慰労会 
〔忘年会〕で元気を取り戻し新年を迎えよ 
うとしています。あくまでも婦 
人会活動はボランティア活動な 
ので、地域の行事を盛り上げる 
ためにも、１人でも多くの方の 
ご協力をお願いします。 大鍋の「豚汁」 健康ウォークで「豚汁」の炊き出し


