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回 のどろんこ バレ ーボ ール

フルーツフラワーパークだより
ようやく夏の暑さも少し揺るぎ︑
すごしやすい季節となつてきまし
た︒
フルーツパークでは︑都市と農
村の交流を図るため︑地元大沢町
の協力を得ながら事業を進めてい
ます︒８月には﹁おおぞう盆踊り
里の盆

昨日より今日出そろいし稲穂かな
朝風やひとり草刈る鎌の音
古井戸の釣瓶に西瓜託しけり
丹精の西瓜に言葉かけにけり
恍惚の人を見上ぐる瑠璃蜥蜴
盆路の刈りし草燃す匂ひかな
窓辺の木ツクツクボウシ鳴きおりぬ
秋暑し佛花の赤は燃えるごと
亡き夫の墓一心に洗いけり
掃き溜めの忌地ものかわ西瓜咲く
養生湯スタッフ介護で殿気分
行事経過
７／

秋から冬にかけて市民の憩いと
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まで園内を約 万球のイルミネー
ションで装飾したナイトイベント
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なイベントを手掛けていきます︒
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中大沢 小渕章弘さん
簾

おくやみ
７／ 市 原 宇滝 和子さん 歳

湊斗ちゃんを

優 勝 高山寿和

８／３中大沢 高山 快子さん 歳

︵敬称略︶

第２位 尾崎行雄

８／ 上大沢 辻井虎之助さん 歳

加とはなりませんでしたが︑大人
から子どもまでやぐらの周りに輪
をつくり盆踊りを楽しみました︒
います︒今年も多数の出展をお待

秋にはおおぞう町民芸術祭を行

ルーツフラワーパークにおいてお

ちしています︒一人でも多くの御
︵上西 壽︶

日 振 り の 雨 で ︑ 協力をよろしくお願いします︒

月曜日の開催のためか多数の参

募があり︑大変賑わいました︒

われました︒こちらにも多数の応

転車や家具の無料プレゼントが行

として︑抽選によるリサイクル自

今回は神戸市環境局のイベント

した︒

か比較的過ごし易い気温になりま

し雷雨は早朝のみで︑雨のおかげ

一方︑開催を危ぶみました︒しか

田畑や野山の植物が息を吹き返す

当日早朝は

おぞう盆踊り大会を開催しました︒

今年 も例年通り ８月

今年の盆踊り

第３位 小西元八

日 にフ

ております︒
︵フルーツ・ うぶごえ
フラワーパーク 南前 裕一︶ ８／５ 中大沢 類家幹雄さん

力し︑共に発展していきたいと願っ

これからもより一層大沢町と協

大会﹂が沢山の町民及び町外の方

300

を開催する予定にしております︒

俳
句

に参加いただき盛大に開催され︑
夏のイベントを締めくくりました︒
秋のイベントとしては︑９月

日 日両日約５千人収容規模の野
外音楽イベントを開催する予定を
しております︒ 月 日には﹁ミュー
ジックフェスティバル ﹂１千人
の大音楽祭を目指しての第３回ふ
れあい合唱祭を開催します︒ 月
日には緑あふれるガーデンを駆
け抜けよう！というテーマのもと
﹁第３回マラソン大会﹂を開催し
ます︒昨年は 名を超える参加が
あり︑今年は現時点で約 名の参
加応募があり年々参加者が増えて
おります︒ 月からは︑１月中旬

参加してくれました︒今後もこの
様に︑参加者が自ら参画し︑皆で
作り上げていく大会になればと思
っております︒
最後になりましたが︑この大会
に協力いただきました大沢体育協
会を始めとする大沢町の皆様︒北
区役所︑フルーツフラワーパーク
︑キリンビール︑酒心館ほか多数
の方々よりご支援を頂き誠にあり
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夏野菜の米粉トマトカレー

まだまだ残暑は厳しいですが︑
米粉は溶け易いので︑ルーを作
る必要はありません︒炒めた具に
直接加えてなじませて
おけば︑煮ている間に
自然にとろみがつきま
す︒トマトと玉ねぎと
味の出るきのこ類を必
ず入れて下さい︒
◎材料︵２〜３人分︶
夏野菜・肉類を使用︒
玉ねぎ 個︑にんにく１片︑トマ
ト大１個︑オクラ４本︑しめじ
パック︑ナス１本︑バター ｇ︑
豚 ロー ス 薄切 り ｇ サラ ダ 油 適
量︑熱湯 ㏄
Ａ 米粉大さじ２︑カレー粉大さ
じ２︑塩小さじ ︑コショウ少々︑
砂糖小さじ１
Ｂ ウスターソース大さじ１︑ケ
チャップ大さじ１︑酢大さじ
◎作り方
サラダ油で玉ねぎを炒める︒
肉を加え︑シメジを加える︒バター
を加え溶け始めたらＡを加え炒め
る︒熱湯を注ぎ︑ざく切りにした
トマトを加え︑５分煮る︒
別のフライパンにナスとオクラを
炒め︑これを鍋に加え︑Ｂで調味
して 〜２分煮て出来上がり︒
︵大家陽子︶

第

日に 発生 した

大会が︑ チーム 約 名の 参加
者により盛大に開催されました︒
今年は ︑３月
大震災からの復興を祈念し︑﹁が

がとうございました︒
試合結果
は︑西区の
ＴＡＫＡＴ
ＳＵＫＡが
大阪のキリ
ンキッズの
三連覇を阻
み悲願の初
優勝を果た

地域福祉センターで
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んばろう日本︑大沢町から復興を
願い元気を発信しましょ
う﹂をスローガンに掲げ
︑６月より参加の募集を
しました︒その結果︑応
募総数 チー ムと過 去最
高となりました︒また︑
実行委員会員の高齢化な
どによるスタッフ不足を
解消すべく︑前大会より
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しました︒

神付ふるさと村&産土の森
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ピザ作り、散策など
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チームが

９月１４日１３時３０分〜

大正琴の演奏を
お楽しみください
サツマイモの収穫、バーベキュー
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参加者に手伝いを呼び掛
け た とこ ろ ︑

10月23日(日）10：00〜16：00
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ふれあい喫茶全体会
参加者募集中
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数回目となります︒神戸地区代

残すためにも︑皆様のご意見をお
行便等の善入バス停設置等の改善

いる所です︒六甲北有料の三宮直
時間が限られた中で︑大沢から

が参加しました︒

表として︑大沢中学校の生徒７名

良い結果が得られる様に協議して

聞きし︑草案作成に反映したく思
は利用見込み付けが必要となり上
参加した生徒は︑質疑応答の中で︑

す︒生活と文化や環境を次世代に

いますので︑多くのみなさんに
津台等︑更に広域な連携が必要と

﹁コンパクトタウン研究会
地域事務局プロジェクト﹂
﹁自由討論会﹂に参加していただ
これまで何度か話し合いを重ね︑

大沢町の活性を模索する中で︑
自主運行については 篠山や三
質問をしぼり込んでいく中で︑三

バスの問題を中心に発言しました︒

田北部の把握を含め︑運行維持費
田・岡場間が一日３本のバスでは

なつてきています︒

等の目処が立ち次第︑運転者募集
通勤︑通学に利用できない︒その

き今後の大沢町活性化に向けた取

を考えていますので宜しくお顔い

自治連合会はじめ多くの組織で検
︵藤本喜郎︶

交通部会便り
ことについて質問することとなり︑

り組みにしたいと考えます︒

かし︑いかんせん多岐にわたる組
織であるため方向性や意思の統一
に苦慮しているのも現実です︒こ
のたび町内外の窓口を一本化でき
極力神姫バスをご利用頂き︑お徳
最後に神戸のチームリーダーと

地域による公共交通機関の格差の

交通問題の改善は従来通りの方
で全線で利用可能なニコパカード

当面は神姫バス路線維持の為︑

務局︵仮称︶﹂の設立検討に着手
針で進めていますが︑公共交通の
なっている大沢中学生徒会長の安

政側からの援助も受けることがで

する企画を実施します︒幸いに行
る八多町自治会との連携・協議が

発生し︑同じ交通問題を抱えてい

場・フルーツパーク便︶の問題が

も迎えて中学生県議会が行われま

県会議場に集い︑井戸敏三県知事

是正を県に求めました︒

します︒﹁時期は︑メンバーは︑
購入やチャージをお願いします︒

きる見込みです︒今後は﹁講演会﹂
始まりました︒この協議には市交
した︒これは︑青年会議所が中心

ます︒当面の北神区民センター主

支援下さる様宜しくお願いいたし

て︑運営してまいりますので︑ご

みんなの区民センター﹂を目指し

﹁行って楽しい︑使ってやさしい

き︑有難うございました︒今後も

きいき演芸会﹂等にご来館いただ

り﹂﹁すずらん輝きまつり﹂﹁い

﹁開設記念式典﹂﹁きたきたまつ

ました︒今日までの間︑皆様には

が行われますので︑引き続きご協

度におきましても９月に品質評価

て高い評価を受けています︒今年

では︑３年連続Ａ判定という極め

分別収集が軌道に乗り︑品質評価

北区では容器包装プラスチックの

︻容器包装プラスチック︼

す︒

きまして誠にありがとうございま

テーションの管理にご協力いただ

／

９／

ローレコンサート

会とオカリナ＆フォルク

ごみは悪臭や汚れの原因となりま

多く見受けられます︒水気の多い

では︑水切りが不十分な生ごみが

この地域のクリーンステーション

ありまホール映画サロン

すし︑生ごみには７〜８割も水分

にするため︑家庭ごみの水切りに

りで大きな減量効果が得られます︒
詳細につきましてはお問合せ下さ

ご協力をお願いします︒

桂 雀々︑笑福亭銀瓶

い︒☎９８７︲３４００

地球環境にやさしく︑美しいまち

が含まれているため︑十分な水切

﹁最後の忠臣蔵﹂

センター講座受講生発表

出かけ下さる様お願いいたします︒ ︻生ごみの水切りについて︼

力をお願いいたします︒

平素 は ︑分 別収 集︑ ク リー ン ス

環境局北事業所からの
お願い

した︒

み上げま

堂々と読

表と共に

の地区代

言﹂を他

の未来宣

は﹁兵庫

維持・改善は利用者の拡大・採算

︵榎本茂木︶

便の善意の協力便もご利用下さい︒

組織は︑予算は・・・﹂など︑多
運転者の確保が課題で︑粘り強く

井真輝君

おくればせながらも先進地域にお
協議・交渉を進めている状況です︒

又︑フルーツパークや北六甲送迎

ける取り組みや課題解決策を学ぶ

や﹁視察﹂をかさね︑今年度末に
通局も乗り出してきており︑従来

に加え︑新たに市バス 系統︵岡

日の自由討論会 にて町 バスの岡場・三田路線の存続問題

公共交通の維持改善では︑神姫

９月

ために９月初旬に視察を行い︑

くの課題が見え始めてきたことで︑ 性重視︑自主運行は運行維持費と

ないかとの議論の中で︑﹁地域事

します︒

討と活動を実施してきました︒し

10

催の行事は次の通りですので︑お

当センターは６月 日に開館し

北神区民センターからの
お知らせ

生 数名が兵庫県庁３号館にある

は町民全体で取り組めるような組

大沢町ではボランティアグルー
プによる配食サービスが毎月１回
︵第４日曜日︶に実施されていま
すが︑利用者から回数を増やして
欲しいとの声が出されていました︒
民生委員児童委員協議会では︑こ
の要望を受けて︑７月より新たに
第１日曜日にもお弁当をお届けす
る配食サービスを始めました︒毎
月２回のご利用が可能ですので︑
ご希望の方は申し込んでください︒
尚︑具体的な内容は次の通りです︒
◎実施日 第１・４日曜日 ◎対
象者 原則として 才以上のひと
り暮らし・準ひとり暮らし高齢者
及び 才以上の高齢者世帯員 ◎

28

桂 春蝶 他１名

ありま寄席

15
／

27

配食サービスの今

となり進めている行事で︑今年で

８月 日︵月︶︑兵庫県の中学
22

の北区役所・市企画調整局を含め

69

波とたわむれたり、又大
人はより親睦を深め楽し
い一日になりました。

90

10

料金 １食 円︵当日︶◎お届け
時間
時〜 時 分 ◎回収
２時ごろとなります︒調理は﹃ら
ぽーと﹄様のご協力をいただいて︑
地元野菜を食材とした美味しいお
弁当です︒利用者から︑﹁ありが
とう﹂と喜んでいただくことを励
︵乗井 幹雄︶

みに︑お弁当と笑顔をお届けしま
す︒

８月１０日児童館そうめん流し

65

30

25
11

300

12

中大沢自治会１０８名で８
月２１日鳥取方面へ出かけま
した。雨も吹き飛ばし子ども
達は蟹や魚と触れ合ったり、

織が構築出来ることを願っていま

民のみなさんと今後の方向を検討
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