簡易石釜
神付ふるさと村で焼くピザがあ
まりに美味しいので自宅で簡単ピ
ザ釜を作ってみました︒ブロック
と耐火レンガを並べるだけにのお
手軽な釜ですが ℃以上になり
枚程度のピザや焼き芋などが輻射

︻入場料︼前売 円 当日 円
３月 日︵日︶北神区民センター
講座発表会

1000

さい︒☎９８７︲３４００

スポーツ情報
町民ゴルフ大会

優 勝
辻 浩二様

池鍋充泰様

／

準優勝

︵神戸パインウッズＧＣ︶

１月７日︵土︶ もちつき大会
南前裕一様

﹁その木戸を通って﹂
／

／
パソコン教室

大型金属ゴミ回収

行事経過

町民グランドゴルフ大会は
３月 日に延期されました

第３位

アバンド演奏会︻入場料︼ 円
２月 日︵土︶第３回ありま映画

）

／１ やまびこ会定例会
／３ 光山だより編集委員会
／４ 防コミ上大沢支部防災訓練
／８ ふれあい昼食会
婦人会定例役員会

／９ コンパクト部会長会
／
／
／
／
／

自治連合会役員会

農業塾

まちづくり部会定例会

子ども会クリスマス会

編集後記
痛ましい震災の年︒私たちも︑
出来ることで生活を見直しつつ︑
辛さを分かちたいものです︒皆さ
まには︑どうぞ良いお年をお迎え
︵大家 陽子︶

くださいますよう︑お祈りいたし
ます︒

配食サービス 月２回に
一人暮らし等の高齢者の方を対
象に︑ 月より第

８月︑神戸地区代表として︑７

日曜日に民生

ょうか︒新たにおおぞうに頂いた

の方達による配食が始まりました

表でまとめ上げました︒次世代に

年間の変 遷を︑ 写真 や年

児童が発表し︑小学校のエコ活動

受け継ぐ糧になればと︒

ブ﹂より受賞する︒

光山寺に
﹁
光明地蔵菩薩像﹂
安置

︒第 日曜日は従来どおりボラン
ティアグループによる配食です︒

年ぶり開花
アオノリュウゼツラン
この夏猛スピードで花茎を伸ば
し︑８ｍまでにもなり一生に一度
しか咲かない花をさかせました︒
今は︑徐々にその生涯を終わろ
うとしています︒

ホームページリニューアル
長らく親しんできたホームペー

名が参加︒大沢の交通問題につい

された木造の菩薩は︑御丈五尺︑ て質疑︒通学にも切実な問題であ

ジが新しく︑充実したものに成り

光背付坐像です︒当初は泉養寺に

教育に関っていただけたら有り難

方全員が応援団として︑大沢校の

活動を応援するもので︑﹁地域の

ていただきたいとメンバー一丸と
なって頑張っています︒
して︑大沢校の子どもたちの教育 神戸市震災 年追悼記帳所
の開設について

地域の方々と学校・行政が協力

﹁
大沢っ子応援団﹂
発足

奉祀されましたが︑水害︑火災︑ に堂々と要求しました︒
堂のとりこわし等で数回に渡り移
転︒ようやく今春︑長年の念願か
ない︑光山寺観音堂に安置されま
した︒

ました︒一人でも多くの皆様に見

る公共交通機関の格差の是正を県

室町時代の名品で︑極彩色の施

大沢中学生 県議会に参加！

に対し﹁ＫＯＢＥ子どもエコクラ

れた

光山だよりや町誌をもとに作ら

神戸市合併 周年記念
﹁
大沢町のあゆみ﹂
発刊

先生に感謝いたします

歌を︑大切に歌い続けていきます︒

出していただいたのではないでし

かしい郷愁と共に昔あそびを思い

聞いていただいた皆さまには︑懐

主演 中井貴一︑浅野ゆう子

サロン

（

○詳細につきましてはお問合せ下

800

先着 名にお餅２個プレゼント
１月 日︵日︶ 北神地域アマチュ

北神区民センターの催し物

16

熱で美味しく焼けました︒
︵辻井隆治︶

パートナーシップ協定締結
大沢町の本格的な活性化をめざ
して神戸市と協定を締結しました︒

先進地︵和歌山県秋津野地区︶視
察を皮切りとして︑町民芸術祭で
の講演会開催︑野菜作付けによる
特産品種の研究や創作料理の開発
など︑すでに取り組み計画の一部
がスタートしています︒今後の活
動企画にみんなで参画しましょう︒

大沢小学校
﹁
あおい地球賞﹂
受賞

1

次のとおり開設いたします︒
平成 年 月 日︵火︶
午前 時〜午後 時
於 大沢連絡所
17

日﹁こうべ環境

22 20 18 16 10

18

俳
句
12

11 11

いと考えております︒

17

1

月

おおぞうのわらべ唄 完成！
松下先生の思いで作っていただ
いたこの歌を︑芸術祭で初披露︒

24

昨年の

http://www.ozo.jp

耕 伸 澄し 正弘たち三純
ろ昭
み 恵
夫 郎 子う 子枝ゑが子子
5

未来館﹂で行われた第９回エコス
クールで大沢小学校のＫＥＭＳの
取組みを︑学校を代表し４年生の

7

4

幼稚園＆しあわせクラブ もちつき大会

全国的には東日本大震災︑大津 波︑原発 事故︑土砂 災害等大 変
な年でした︒私たち広報部会では ︑おおぞ うの一年を 振り返っ て
みました︒様々な取組みが始まり ︑新年を 迎え益々発 展するよ う
期待しています︒

協議会広報部

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

50

大沢ふれあいのまちづくり

10

我が家のピザ釜
レンガを組み替えれば、バーベ
キューや鉄板焼きも楽しめます

乳
牛
と
共
に
働
き
松
の
城
60

１２月号
発 行

28 27
60

300

300

:

11

12月２日、幼稚園でもちつき大会がありました。園児12
名の他に「みんなの幼稚園」の幼児と保護者や小学校の五
年生、しあわせクラブ、各関係機関や学校の職員など40名
以上が参加しました。
園児、小学生も杵を持ち、機械ではないもちつきの感触
を体感していました。
一臼つくごとに、つきたての餅がふるまわれ、園児、小
学生は、あんや黄粉、大根おろし、のりな
ど、好みの味を楽しみました。中には七つ
も八つも食べる子もおり、昔懐かしい「餅
の数自慢」が、そこここで行われていまし
た。しあわせクラブをはじめ、多方面から
のお力添えを感謝いたします。（今井眞人）
15

11

300

13

年 目寒色大寒万マ雨燻
の 出菊々好風両フや炭
暮 度をのきのやラんの
れ し手落な足木ーで煙
年 や向葉マ湯影を友の
に 嬰け踏マにに方悼色
一 や るみの聞赤にむや
や
度の
人しマこきなか夕
の 名やめフゆほびにべ
た も不八ラ国どか石今
よ 書動十ーなこせ蕗朝
り く坂路巻まぼ単の
書 雑 かいりし車花
き 煮 なて
属
み
箸
る
9

11

第４７４号

平成２３年１２月号
（４）こうさんだより
第４７４号

平成２３年１２月号
（1）こうさんだより

自治連合会だより

○神姫バス︑

的が同じですし︑メンバーも殆ど

周年︒大沢町戦没者慰霊祭は

この夏には中学生県議会での質疑

車のない方には貴重なバスです︒
だき︑学校園の様子を伺ったり︑

の各関係部署の方に集まっていた

や担当の先生方はもちろん︑地域

乗車される方が少ないとはいえ︑ けです︒当日は︑大沢校の校園長

大きな感動と同時に︑このままで

強く胸をうたれました︒しかし︑

方々の取り組みを目の当たりにし

と︑継承歌・野末の露等︑多くの

霊祭に参列し︑慰霊祭は勿論のこ

節目の年を迎えました︒今年︑慰

応答や町内でのニコパカードの取
地域の課題などについて意見交換
は貴重な大沢町の戦争の記憶が失

変わりがないので合同で行ったわ

り組みなど︑ご支援ありがとうご
をしました︒

子ども達の学びの環境を守って
それに伴って自家用車などに貼っ

きでは︑シンボルマークができ︑
題し︑年表を展示︑発表しました︒

んは︑それでも戦争へ行った﹄と

私自身︑この 年を感慨深く振

﹁大沢町のあゆみ﹂発行 ／

○ 神戸市合併 周年記念

ざいました︒﹁バスに乗ろう運動﹂
われてしまう︑そう感じたのです︒
月に町民芸術祭にて﹃おじいさ

できました︒表表紙と裏表紙を見
いくために︑﹁語る会﹂を計画さ
というものを捉え︑後世に継承す

比べるだけでも町の変貌がよくわ
布し︑町民あげて大沢の子供達を
る事を具現化した取り組みでした︒

大沢町全体の歴史文化として戦争

い時間帯にご参加ください︒
支援していく体制の推進や︑町内
年間︑継承されてきた慰霊祭︑

ていただくステッカーを全戸に配

１／ ︵木︶午前 時・午後８時
で起こった不法侵入事件への注意

せていただきました︒ご都合のい

ていきましょう︒
○ 大沢町パートナーシップ協定
﹁みんなで取り組む行動計画﹂
発表 ／
町民の皆様方それぞれの立場で

１／ ︵日︶午前 時︵別紙参照︶
︵北本義利︶

啓発など︑役立ち情報をいただき︑ 継承歌や年表等を通して︑大沢町
を多くの方に知って頂きたいと思

全体が巻き込まれた︑戦争の歴史

も︑子供達の健全育成の為に宜し
います︒ 柱もの英霊︑多くの先

有意義な会になりました︒ 年度
くお願い致します︒︵和田耕次︶

伝えたい
大沢町の歴史文化
戦争記憶

が行うべき事については﹁ふれあ

健やかに育んでいくために大人達

ふれあいの中で︑大沢の子供達を

た︒

手をあわせた事がありませんでし

降︑おじいさん達を前に

霊塔︒幼少の頃訪れて以

柱もの英霊が眠る忠

い懇話会﹂も﹁青少協﹂もその目

小学校での米作り体験を指導して
その３︵脱穀作業の体験︶
去る９月 日に稲刈りをして稲
木にかけた稲も良く乾燥して来た
ので︑道具の無かった昔の人達の
手作業に依る稲こき作業に取組ん
だ︒ひと昔前まで使われ
ていた千刃こきよりヒン
トを得て写真の様な竹を
割り下を結んだものを考
え子供達と作業にあたっ
た︒一束をいくつもに分
け︑少しずつ竹に挟んで
一気にしごくと﹁バリバ
リ﹂と籾がバケツの中に落ち子供
達は喚声をあげて喜んだが︑いち
作業となると少しずつしか脱穀で
きず︑随分と労力と手間がかかる
事を感じた様であった︒﹁昔の人
はえらい目にあって米作っていた
んやなぁ！﹂とのささやきが聞こ
えた︒籾摺作業はこの籾を一升瓶
に入れ竹でつつ
いて米を作る作
業︵戦時中の精
米作業よりヒン
トを得て︶に取
組ん だが 分も
すると﹁もうあ
かん﹂とさじを

︵藤崎 潤︶

投げ出す始末︒今の様に道具機械
の無かった昔の人達の苦労をしみ
じみ味わったようである︒その体
験をした児童の感想文をご紹介し
ます︒
昔の人達は米を作るのに随分苦
労したのだなぁという事がわかり
ました︒いつも何気なく
食べているご飯だけど︑
とても手間がかかること
を知って︑お米をもっと
もっと大切にしたいと思
いました︒又︑お米は八
十八と書く意味もわかり
ました︒これからはお米
を大切にし︑ご飯は一粒も食べ残
しの無いようにしようと思いまし
た︒
過去何校かの米作りの体験学習
の指導をしてきましたが︑その都
度必ず何人かこうした感想文をよ
こしてくれました︒︵坂井容允︶

でしょうか︒

をあわせに︑訪ねられてはいかが

んも︑ 一度 ︑忠 霊塔へ 手

きたい と思 いま す︒皆 さ

忠霊塔 へ手 をあ わせに 行

これか らは 折を みては ︑

かされている事に感謝し︑

人達の 上に ︑今 我々は 生

84

できることを︑できる時にお力を

ふれあい懇話会
去る 月 日大沢ふれあい懇話
会が青少協大沢支部育成委員会と

75

10

10

合同で開催されました︒地域との

24

11

お寄せください︒ご意見︑ご要望

10

84

等︑お待ちしております︒

12

29 26

町民のみなさま︑
この写 真の魚を ご
存知で しょうか ︑
ひと昔前なら︑どこの池や小
川にもいた﹁ぼて﹂と呼んで
いた５㎝ぐらいの小魚です︒
正式には﹁カワバタモロコ﹂
という魚ですが︑今では︑県
下で約 ヵ所の池にしか生息
していない珍しい魚になりま
した︒
今年の７月から神戸市と生
き物調査の専門家グループ
﹁兵庫・水辺ネットワーク﹂
が︑町内のため池で生き物を
調査しました︒その結果︑神
戸版レッドデータＡランクの
﹁カワバタモロコ﹂やＢラン
クの植物３種類︑蝶１種類な
どの絶滅が危ぶまれる希少生
物が見つかっています︒今や
ドジョウやメダカもＣランク
で保全が必要と位置づけられ
ています︒
豊岡のコウノトリのように
生き物と農業がうまく結びつ
き︑未来の大沢に伝えていき
たい宝だと思いませんか︒

29

30

16

発信していく中学生たち
11

15

30

かりますね︒新たなスタートを切っ

﹁大沢っ子応援団﹂のその後の動

月号でお知らせしました︑

り返った一年でもありました︒

12

も継続していきましょう︒

来年度も継続運行 決定 ／
12

多くの方々のお力添えによりまし

5
○ ﹁学校園の将来像を語る会﹂

11

て︑町民芸術祭に発行することが

みんなであったかい

75

11

10

60

60

「創作フレンチ」
１２月７日

月 日︵水︶︑有
野中学 校におい て︑北
神中学 校ＰＴＡ 連合研
修会﹁親の心・子の心﹂
が開催されました︒これは北神中
学生の主張大会を発展させたもの
で︑大沢中学校からは３年の東本
陽菜さんが代表として︑﹁﹃中学
生県議会﹄で学んだこと﹂と題し︑
﹁学校周辺は利用できるバスの本
数が少なく︑ほとんどの人が通勤・
通学を家族の送迎に頼らなければ
なりません︒また時間帯も通勤・
通学にそぐわない﹂と発表しまし
た︒この作品は︑ 月 日︵土︶
の神戸市中学生の主張大会でも表
彰されました︒
月 日︵土︶には︑
中高生の活動場所とし
て設置されたユースス
テーション北神で︑
﹁市長と中高生とのお
しゃべりの場﹂が︑北神区民セン
ター開設記念として行われ︑大沢
中学校の代表として２年の前中悠
希さんが参加しました︒さまざま
な場で大沢町の思いを中学生も発
信しています︒
17

12

30

県民交流広場事業
12
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