米粉アラカルト
しあわせクラブ

佐奈ぶり旅行
﹁早苗振り﹂の意味や言葉そのも
のがなくなりつつあります︒植え
付けが終わり︑疲れた体をいやす
ために︑休息の日をつくったので
す︒家で作った柏餅を食べ︑精一
杯のごちそうをして︑その年の豊
作を願ったのです︒しあわせクラ
ブでは︑なつかしい思い出を大事
にしながら︑例年７月上旬に日帰
りバス旅行をしています︒今年は︑
人もの参加があり︑関が原・長
浜方面に行きました︒大沢の高齢

笑い︑よく

よくしゃべり︑よ

者の皆さんは︑みんな元気です︒
よく食べ︑
く
通 り 幸
７／１ やまびこ会定例会

６／

回婦 人市 政懇

しろ う
正子
佐代 子
三恵 子
弘枝
昭
たみ ゑ
ちが
伸郎
澄子

子どもに関する委員会

まちづくり部会定例会

交通部会

大沢町クリーン作戦

ひらた

枚田祐子さんと

ゆづき

中大沢 坂井克好さん
優月ちゃんを
しょうせい

中大沢 久保充生さん
匠生ちゃんを
ゆめか

夢叶ちゃんを
簾 安本誠一さん 歳

要望しました︒

木の伐採など

項目に集約し︑

号について︑側溝の清掃・草刈・

アライグマ対策︑街灯の設置︑信

置・整備︑不法投棄︑イノシシ・

道路の補修と安全対策︑歩道の設

を 実 感さ せら れま し た︒ 今 年 は ︑

があることなど︑あらためて良さ

次世代へと受け継がれていくもの

こと︑また︑歴史のある婦人会で

ってすばらしい踊りが披露できた

６／

おくやみ

７／７ 中大沢 和田智徳さん

６／

６／

うぶごえ

６／５ 上大沢 辻井寿俊さん

おめでた

町民の動き

７／

７／

７／

７／

青 葉闇 有馬 瀧径 包み けり
万 緑の 山川 清き 有馬 かな
夏 草の 伸び る力 の廃 家か な
石 佛は 木々 の茂 りの 奥に あり
打 水や 籠屋 本日 休業 日
銀 の湯 や色 足し て待 つ七 変化
瀧 しぶ きは じけ る音 の涼 しか り
瀧 の音 離れ て水 の匂 いけ り
つ ゆ草 は古 き湯 宿に よく 似合 い
雲 水の 手早 に盛 るや 冷素 麺

行事経過

せな一
７／３ 光山だより編集委員会

歌い文字

日であ
７／５ 町民運動会検討会

市民救命士講習会

りまし
婦人会定例役員会

７／
ふれあい昼食会

盆踊り大会打合せ会
青少協育成委員会

ーにお いて︑第

７月８日︑大沢地域福祉センタ

暑中お見舞い
申し上げます

７／

た︒

︵下坂正博︶

神戸市とパートナーシップ協定を
年﹂ の歴史 を

締結し︑まちづくりに向けて再ス
タートした今︑﹁

一︑大沢校前の信号の押しボタン
長様︑ 玉木連合会 長様他

二︑神付から日西原交差点までの

振り返り︑先輩のご苦労を偲び︑ 談会が開催されました︒安藤北区
大沢町の明るい未来の扉を開いて

政の方々のご出席のもと︑今年は

が︑歩道側に付け替えられる事

いくためにがんばって行きたいと

街灯を︑

Ｗに交換と

藤崎優子さんの﹃私たちの婦人会

数基増設︑他にもいくつか回答を

不法投棄はクリーン一一〇番

︵渕上恵子︶

たい大沢町になりますように︒

て頂きたいと思います︒住み続け

ありましたら︑この機会を利用し

ていること︑直してほしい事など

Ｗから
の自慢話﹄から始まり︑すずらん

コーナー﹂の設置︵ 年のあゆみ

思います︒
なお︑今年の町民芸術祭には例

得ています︒まだまだ身近で困っ

その後︑大沢町内では県道拡張

・その他︶︑記念講演会やコンサ

がありましたら連絡所までお知ら

の行

24 22 19 15
13

かぼちゃのお焼きカレー風味

年７

夏が旬のかぼちゃを使って︑
食欲をそそるカレー風味で味付
けするのできっと気に入ってい
ただけるはずです︒一度お試し
ください︒
︽材料︾︵ 人分︶
かぼ ちゃ ｇ 米
粉 ｇ サラダ油
①・ツナ 小 缶
︵汁気をきって約
ｇ︶・塩 小さ
じ 分の ・粉チー
ズ 大さじ ・カ
レー粉 小さじ
︽作り方︾
１．かぼちゃは
種とワタをスプーンですくって
取り除き︑洗って耐熱容器に入
れ︑ラップをして電子レンジ
︵ Ｗ︶に約 分かける︒
．かぼちゃが柔らかくなっ
たのを確認してラップを取り除
き︑米粉を加えてフォークでつ
ぶしながら混ぜる︒
３．２に熱湯大さじ 杯程度
を加えながら︑①の材料を加え
て混ぜ合わせる︒かぼちゃはも
のによって水分量が違うのでま
とまりやすいかたさになるまで
加減を見ながら熱湯を加える︒
４．食べやすい大きさに丸め
て軽く潰し︑フライパンにサラ
ダ油を多めに入れて︑中火でこ
んがりと焼いて出来上がり︒
︵大家陽子︶

有馬郡 大沢村は︑ 昭和
年 ８月 １日

月１日に神戸市に合併︑兵庫区大
沢町とな り︑昭和
に北区が誕生︑北区大沢町と改称
し現在に至っています︒

フルーツフラワーパークの入口の休耕田

輝まつりで︑ 人が心ひとつにな

整備︑上水道布設工事︑学校改築

ートも計画中です︒

又︑周辺地域の開発も進み︑大

せください︒町民芸術祭にむけて

32

﹁ 大沢 町 誌﹂ によ りま す と︑ 合

83

24
14 12

16
21

俳
句

年の行事に追加して﹁ 周年記念

や運動場の拡張︑圃場整備事業な

沢町も大きく変貌してきました︒

の準備を進めたいと思っています

その間の写真やエピソードなど

しかしながら︑近年︑社会情勢の

のでよろしくお願いいたします︒

どが進められてきました︒

急激な変化もあり︑少子高齢化も

︵北本義利︶

︱ 番
イノシシなどは農業振興センター

9110

︱ 番

5800

併賛否の住民投票は９７．７７パ

http://www.ozo.jp

1

1

進行し︑大沢町も多くの課題に直

20

331

975

1

ーセントの絶対多数の賛成があっ

協議会広報部

70

面しています︒
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大沢ふれあいのまちつくり
60

300 4

2

6

80

2

2 600

たそうです︒

60
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応援に来て下さい!!
７月３１日
１０時〜
43

７ 月 号
発 行
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48

50

第４６９号

平成２３年７月号
（４）こうさんだより
第４６９号

平成２３年７月号
（1）こうさんだより

県民交流広場事業

男の料理教室

自治会だより

豊かで優しい皆様方︒地域の発展
戸市合併 周年にちなんだ展示が

民芸術祭を実施します︒本年は神

が開催されます︒これは日本青年
ご出席頂き感謝申し上げます︒大

念式典では︑多数のご来賓の方に

ました︒神戸市のチームリーダー

に大沢地域福祉センターで行われ

その事前説明会が７月３日︵日︶

とあて﹂などのゲームで楽しむ姿

﹁ヨーヨーつり﹂﹁わなげ﹂﹁ま

んも︑﹁スーパーボールすくいや

子どもだけでなく大人のみなさ

大沢・長尾合同夏期訓練
月 日︵日︶フルーツフラワー
パークの多目的広場において︑大
沢町と長尾町の合同夏期訓練を実
施しました︒消防団員 名防災福
祉コミュニティ 名が参加し︑北
消防署員の指導により︑消防団は
規律訓練︑防災福祉コミュニティ
は救急訓練を行いました︒また︑
地震体験や煙体験も取り入れ︑災
害の恐ろしさを体験してもらうコー
ナーもつくりました︒合同で行う
のは初めてのことで︑進行に多少
不安はありましたし︑熱中症など
も心配しておりましたが︑故障者

市民図書室だより
色とりどりの短冊をつるした七
夕飾りに夏の訪れを感じる頃とな
りましたが︑いつも市民図書室に
深いご理解と温かいご支援をいた
だきありがとうございます︒
去る 月 日︵金︶午後３時
分から︑のびのび広場におきまし
て市民図書室︑のびのび広場合同
でおはなし会をしました︒内容は
絵本︵かっぱのむこどの︶︑紙芝
居︵三つのねがい︶︑ストリーテ
参加者は︑大人小人合わせて 名

でした︒読み聞かせは読書の基礎︑
本好きな子どもにする最短のコー
スです︒一日 分をめどに一つ一
つのことばを大切に︑心をこめて
静かに話しかけてやって下さい︒
当日ご参加下さった皆様︑ご支援
していただきました大沢地区社協
︵和田賀代子︶

様︑本当にありがとうございまし
た︒

もなく︑計画通りに実施できまし
た︒訓練の後︑ 箇分団対抗の放
水競技を行い︑総合と支団別に分
けて順位を競いました︒総合は
位長尾支団第三分団第一班︑２位
大沢支団第六分団︑三位大沢支団
第五分団が第１回の栄誉に輝きま
した︒半日の訓練ですが毎年訓練
を重ねることにより︑いざという
時に必ず役立つものと確信してお
ります︒来年も︑より内容の充実
をはかり︑合同訓練を実施したい
と考えております︒︵小西元八︶

第２回のワークショップで︑パー
トナーシップ協定で示された大き
な目標を達成するために︑町内に
活動の拠点をつくろうという意見
がだされました︒イベントなどの
情報を集めたり発信する﹁観光局﹂
です︒
先日神戸市へ先進地の事例を学
ぶための補助金を申請しました︒
問題を解決するため他地区のすば
内容は左記です︒ ︵藤本喜郎︶

リング︵ 月の神様︶をしました︒ らしい事例を学びたいと思います︒

1

本年もフルー
ツフラワーパー
クのご支援とご

初めまして︑豊中市から中大沢
に移らせていただきました︑山本
協力を頂き﹁おおぞう盆踊り大会﹂

や生歌での盆踊りを予定していま

﹁音寺しをり﹂さんによる歌謡ショー

明石出身のキングレコード歌手

ワーパーク中央広場にて

日︵月︶ 時半〜 フルーツフラ

を開催致します︒平成 年８月

規夫と申します︒６月 日の男の
料理教室に︑初めて地域の皆様の
中に参加させていただき︑色々と
教わり楽しいひと時でした︒これ
を機会に︑料理をすこしやってみ
たいと思っております︒
ありがとうございました︒
す︒夏休み中ですので︑帰省中の
方などもお誘い合わせの上︑御参
加下さい︒
翌 日には環境防災部会のお手
伝いを頂いて︑お盆のお供えや飾
り物を精霊流しとして神戸市環境
局に引き取ってもらいます︒地域
福祉センター前で午前８時〜９時
で受け付します︒

に色々と力を入れておられる事に
できればと考えています︒資料な

又︑ 月５日〜６日の日程で町

感心致しております︒私の趣味は
どお持ちの方があればご協力下さ

大沢町は緑豊かな自然と︑心も

将棋︑囲碁︑ゴルフなどです︒今
い︒

７月 日に﹁開館 周年記念児

二十周年記念児童館夏まつり

大沢児童館だより

︵上西 寿︶

後とも宜しくお願い致します︒

大沢中学校
中 学 生 県 議 会 に参加
８月 日︵月︶に︑兵庫県議会
本会議場において︑県下の中学生

会議所兵庫ブロック協議会が主催
沢地区社会福祉協議会からは︑児

童館夏祭り﹂を実施しました︒記

し︑県知事をはじめとして県行政

童館にお祝いの品をいただきまし

約 名が集まり﹁中学生県議会﹂

の方々と中学生が意見を交換する

た︒児童館からは︑参加者に記念
のファイルをお渡ししました︒そ

もので今年で 回目となります︒
神戸市の代表として大沢中学校

の生徒７名が参加することとなり︑ の後︑大沢町にお住まいの坂東ご

として大沢中学校生徒会長の安井

が見られました︒フランクフルト

夫妻と一緒に参加者全員で歌を歌っ

真輝君が選出されました︒その時

やチューペット大

生徒会執行部を中心に︑全学年で

の様子は７月４日付の神戸新聞に

好評でした︒

て祭りを盛り上げました︒

﹁わが町のため質問練り上げ﹂と

お手伝いのス

取り組むこととなりました︒

題して掲載されています︒

タッフのみな

40

10

平成23年９月６日（火）
午前８時
大沢地域福祉センター
秋津野ガルテン
和歌山県田辺市
申込先
大沢連絡所
締切日時 ８月19日（金）まで
参加費
３０００円
日時
集合時間
集合場所
行き先

それぞれの提示した課題をさら

に検討し︑全体の意見をまとめて︑ さん︑ありが
とうございま

142

28

本番では︑兵庫県に対して要望を

した︒
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6.27、7.4
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発表する予定です︒
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