ご希望をお寄せください︒
パートナーシップ協定を締結し
てから一年間をかけ︑大沢町が取
り組む内容を協議してきました︒
今年から多くのプロジェクトを立
ち上げ︑実行に移すことになりま
したが︑この一つに﹁おいしいよ
大沢町﹂をスローガンとする農業
を振興するプロジェクトがありま
す︒その中に大沢町民を対象に︑
これまでに栽培されていない新た
なブランド農産物を栽培してもら
う計画があります︒しかし新作物
となれば栽培方法や販売などリス
クを伴いますので︑少しでも軽く
するため種苗費の導入の半分を神
戸市北区の補助金で助成していた
だけることとなりました︒また農
作業で労力が不足したときの雇用
の費用も対象となります︒希望の
方は﹁申し込み用紙﹂︵連絡所に
あります︶にご記入の上５月 日
︵締切厳守︶までに︑連絡所まで
お届けください︒

内容︑金額に制約があるため必

会長 北本

〜

︵藤本喜郎︶

ずしもすべてが認められるとは限
りません︒

お知らせ
大沢校教職員歓送迎会
４月 日︵土︶ ：
中大沢公会堂
会費 ３︐０００円
きたきたまつり
５月 日︵土︶ ：
鈴蘭公園
神戸まつり
５月 日︵土︶ ：
フラワーロード

自治連合会新年度スタート

〜

〜
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池田航太

義利

︵大沢校校庭︶

納涼盆踊り大会︵ＦＦＰ︶

︵道路・河川・やすらぎの丘︶

クリーン作戦

消防団・防コミ合同夏期訓練

きたきたまつり︵鈴蘭公園︶

大沢町出身戦没者追悼慰霊祭

年度事業計画

自治連合会会費を千円値下げし︑
一戸八千円とします︒尚︑事業計
画︑予算は次の通りです︒
平成
４／
５／
７／
７／
８／

９／

精霊流し ︵地域福祉センター前︶
学校園・町民合同運動会
／３・４大沢町民芸術祭 ︵ＦＦＰ︶
月上旬 自治連研修会

資源集団回収

行事経過
３／
４／１ やまびこ会定例会

大沢幼稚園入園式

大沢小・中学校入学式

４／３ 光山だより編集委員会
４／
４／

プロジェクト

４／
４／
４／
４／

コンパクト部会長会

ふれあい昼食会

婦人会定例役員会
農業塾開校式

まちづくり部会定例会

子どもに関する委員会

安本元幸さん 才

４／ 上大沢 幸田小徳さん 才

４／６市 原 小前治子さん 才

おくやみ
４／１ 簾

河島裕子さんと

おめでた
４／ 上大沢 大家直人さん

町民の動き

４／

正ちし伸純三弘澄た昭
子がろ郎子恵枝子み
う
子
ゑ

編集委員交代のお知らせ
善入地区委員 大家由紀さんか
ら上田雅子さんに交代されました

に︑驚きと同時に眼を輝かせ︑米
作りにも興味を示していました︒
続いて︑バイテク館に用意した魚
の繁殖用池に︑カワバタモロコな
どの魚が︑
﹁大きくなぁれ︑おお
ぞうそだち！﹂の掛け声とともに
︑一斉に放されました︒参加者の
笑顔の中︑秋の刈取りに向け︑順
調な第一歩が踏み出された一日と
なりました︑
︵池鍋充泰︶

﹁歳時記を作るので意見がほし
い︒
﹂と相談を受けたのが昨年
月︒大沢町の農業のほとんどは解
かったつもりでいた私にとって﹁ま
あそう難しくはないだろう﹂
︒当
初この話を聞いた時の素直な気持
ちです︒しかし出来上がった冊子
を見てみると多大な努力︑苦労が
感じられ簡単に考えていた私にと
って恥じ入る思いです︒歳時記に
あるように大沢町には︑殆どの種
類の農作物が作られていますが︑
大沢ではお米以外は特産と言われ
る作物は殆どありません︒歳時記
に︑大沢のブランドと記載される

大沢農業歳時記作成に思う
先月開催されたコンパクトタウ
ン研究会全体会にて︑大沢町のブ
ランド米の名称が﹃おおぞうそだ
ち﹄に決まりました︒これを記念
して︑４月 日にフルーツフラ
ワーパークにて︑町外の親子約
名も参加して︑カワバタモロ
コの放流会や生き物学習会が開
催されました︒当日参加した親
子連れは︑町内で捕獲された５
センチ近いトン
ボのヤゴやサン
ショウウオの幼
生など︑初めて
見る珍しい生き

作物を育てていこうと思います︒
︵藤本喜郎︶

年産米に向けて︑記念の第一歩

97 92 99

13

１月上旬 新成人へのお祝い

12 11
20 17 15
15

12

その他行事予定

小池四郎作
絵手紙教室から作品を紹介します
物の姿と安井講
師の楽しいお話

6

http://www.ozo.jp

20

11

きます︒
８／５どろんこバレーボール大会
○ 予算を検討させていただき︑
／１ふれあいグランドゴルフ大会

14

30

00

00

協議会広報部

27
11 10

28

大沢ふれあいのまちづくり

亡エ嵐予母村あ化三花
母プ山科逝境た粧世ぐ
のロ謡練く超た水代も
ごンふのやえか頬そり
との心墓櫻るきにろ白
我端や碑し峠紅ひい鷺
もに花おべの茶ん種城
親包万彼降山がや蒔の
切み朶岸る櫻うりき浮
あて に涙 れ朝にき
た土 供雨 し櫻ぎて
た筆 華
花 やた
か摘 も
の かつ
しむ な
冷 や
く

24
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４月号
発 行

俳
句
30

20

９／１敬老のお祝い

８／

21 19 21 24
29

16 15

29

10

去る３ 月 日の 自治 連合 会新
旧合同委員会において役員改選が
行なわれ︑三役が留任となり︑も
う一期︑重責を担うこととなりま
した︒
︵光山だより三月号参照︶
住みよい町づくりに向けて︑一
歩ずつ︑歩んでいきたいと思って
います︒町民の皆様方の一層のご
支援︑ご協力のほど︑よろしくお
願い申し上げます︒
○ 学校園・町民合同運動会に向
けて︑学校園や体育協会の皆様方
と準備を進めます︒
○ パートナーシップ協定二年目
︑ コン パ クト タウ ン研 究 会も 発
展的に︵仮称︶地域事務局体制に
移行し︑農業振興を初め︑課題解
決にむけての取り組みを進めてい
12 11

12

24

第４７８号

平成２４年４月号
（４）こうさんだより
第４７８号

平成２４年４月号
（1）こうさんだより

﹃出会いの場﹄
から初カップル
ゴールイン！

お２人からのメッセージ
私達２人は２年前の秋に出会い︑
今春４月 日に無事結婚式を挙げ
ることができました︒結婚を決め
るまで山あり谷ありで︑大沢町の
方々を含め様々な方々の手助けを
頂き︑感謝しています︒他人同士
が一緒になることだけでなく︑住
む土地が違えば考え方も違うこと
に︑正直難しいと思いました︒で
も︑まだ何も始めていないのに頭
から決めつけるのは辞めにしまし
た︒お互いに結婚したいと思える
相手に出会えたことを大事にした
いと思いました︒日々の出来事は
その瞬間にしかなく︑お互いの両
親はもちろんのこ
と︑人と人との絆
を大切にして︑楽
しい毎日を過ごせ
ていけたらいいな
と思います︒まだ
まだ未熟でありま

すので︑これからも大沢町の方々 の方々が帰らざる人となり︑やす
に助けていただければ嬉しい限り らぎの丘のあの忠霊塔に英霊とし
です︒助けて頂くだけでなく︑助 て祀られております︒尊い犠牲と
けることができるように成長して なられたその思いを察する時胸が
いきたいと思います︒今後も大沢 痛みます︒もう二度と繰り返すこ
町の一員として︑どうぞ宜しくお となく平和で安心な世界を築かね
願いいたします︒どんな時も相手 ばなりません︒そして忘れること
を慈しみ︑その存在に感謝する気 なく次世代に語り継がねばならな
持ちを忘れないようにしたいです︒ いと思います︒
︵大家直人 裕子 ︶
戦時中の貴重な資料をいくつか
預かりました︒家族や友達あての
今年も慰霊祭で追悼の心を 手紙︑戦地での暮らしぶり︑銃後
を守る婦人会の日記︑共同炊飯や
去る４月 日に第 回大沢町出
身戦没者慰霊の式典を執り行いま
した︒実施については自治連合会
役員様︑婦人会様をはじめ各団体
の皆様方のご支援ご協力を頂き誠
に感謝に堪えません︒ありがとう
ございました︒この大沢町からは
名の方が遠く見知らぬ地に出兵
せられ苦難苦闘の戦いを余儀なく
されました︒しかし残念にも 名

学校の講堂での村葬写真等これら
をもとにらぽーとの田場先生︑藤
崎潤様が中心となり記念誌を作っ
て頂きました︒過去の歴史を刻み
将来に受け継いでいく資料として
大変貴重な記録と思います︒ぜひ
ご一読ください︒ ︵小西篤信︶

自 治会 長 ペン リレ ー
東 岡 威和 雄
神付地区

当地区では高齢化に加え︑近隣
へ転出されている方の増加や︑婦
人会活 動の縮 小等︑ 地域
活動の 合理化 を迫ら れる
状況にあります︒
その 中で今 ︑新規 に神
付で就 農され た方や ︑貸
し農園 や散策 に来ら れる
方等︑ いろい ろな形 で神
付を訪 れる方 が増え ︑何
か地域 での楽 しい交 流の
機会を 持てれ ばと思 って
います ︒地区 内行事 ・祭
事等に おいて は︑種 々課
題は多 いなが らも︑ 現況
に即し た活動 をすす め︑
少戸数 ながら も活気 ある
地域にしていきたいと願っ
ています︒

行政支援のひずみから仮設住宅間

してもらいたくて訪問してきまし

地区の子供たちに︑笑顔を取り戻

３月下旬︑気仙沼市本吉町小泉

﹁支縁﹂へと︑顔の見える援助活

のにその多くは手付かずのままで︑ つながりを中心に︑﹁支援﹂から

た︒﹁あの日﹂から１年が過ぎた

動に移行する時期だと思います︒

いでしょうか︒今後は人と人との

でも和らいでいただけたのではな

た言葉に︑日頃の重い苦悩が少し

んからの﹁ほっとした﹂と言われ

のはずんだ笑顔と保護者のみなさ

協働活動ができました︒子供たち

老人会︑小学校などをまきこんだ

育った苗を分けていただいて自分

とかぼちゃの種まきをしました︒

座学の後︑みんなでとうもろこし

以上の収穫が期待できそうです︒

に向けて︑品種それぞれに今まで

様子︒これから夏野菜の植え付け

まえながらの説明にみんな納得の

た栽培管理まで︑実際の体験も踏

り方︑植える野菜の生理生態に合っ

い説明から︑施肥の仕方︑畝の作

土作りに必要な肥料の成分の詳し

高知の方々は本当に温かくて会

ることができました︒

す︒刺身が苦手な私でも沢山食べ

しかったのが︑きびなごの刺身で

いたします︒

︵大家 陽子︶

先生︑これからもよろしくお願い

私たち

いきたいと思います︒

回生 は

な体験を忘れず一歩一歩成長して

ことができました︒三日間の貴重

イトとさらに仲を深め︑笑い合う

きます︒この修学旅行でクラスメ

げです︒私は絶対にまた高知に行

現地の人々の温かな心遣いのおか

動の数々︑長年の友だち︑そして︑

せることができたのは︑楽しい活

この三日間をとても楽しく過ご

気分でした︒

で昔から友だちだったかのような

うな知識は持っていたいものです︒ かりでした︒とても気さくでまる

たです︒特に美味

本当に美味しかっ

でのご飯はどれも

行きました︒高知

修学旅行で高知に

65

３年

でのぎくしゃくした関係がくすぶ

この災害を次の世代に伝えるため

達の畑に植えつける予定です︒成

小西 篤信さん を
講師 に︑野菜 づ
くり を基本か ら
学ぼ うとする 熱
心な 女性たち を
対象 に食農教 室
が開かれました︒

見よう見まねで作っているは
いるが︑意外と畑や土の性質まで
考えて土作りから取り組んでいる
人は少ないのではないでしょうか︒
野菜づくりに欠かせないポイント︑

田尻 祥子

りはじめているそうです︒そのひ

に︑そしてやがてやってくる﹁そ

名と

し︑自治会︑
小泉公民館︑

農 業のプロ ︑

とつ集会所の無い泊崎仮設住宅に

人事往来

話をするとホッとするような人ば

たち

プの 大 学 生

した絆グルー

区を 中 心 と

画を 大 阪 地

作り ﹂ の 企

ムク ー ヘ ン

﹁巨 大 バ ー

呈︑本吉地区の子供たちには︑

人憩いの場として簡易テントを贈

トで協力いただいた資金から︑老

﹁支援から支縁へ﹂

76

育が悪い時︑その原因が分かるよ

84

松永 裕行
村山 哲郎
土井池良夫
池澤 和之
河南 磨清
山中 泰能
吉川 智之
岩橋 哲哉
尾園 克憲
延原 尚司
北田
潤
田中福久幸
角谷 武美
山下 俊輔
北区副区長
北区まちづくり支援課長
北区まちづくり支援課地域福祉係長
北区まちづくり推進課事業推進係長
北区北神出張所副所長
市民参画推進局市民協働推進課担当係長
産業振興局農政部計画課計画係長
建設局北建設事務所長
建設局北建設事務所担当課長
環境局北事業所長
建設局北事業所総作業長
大沢中学校教頭
大沢小学校教頭
兵庫県警大沢駐在所

21

４/25ＪＡ大沢支店

の日﹂のためにも︒︵石井 保行︶

４月８日 中大沢公会堂にて

は︑﹁みなとのもり公園﹂イベン

557

第１回
食農教室から

修学旅行

15

とも に 開 催

45
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