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矢田立郎

神戸市長

男の料理教室（500円）

申込 11月20日まで連絡所へ
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上大沢地区前中康雄様より大沢
地区社会福祉協議会へご寄付いた
だきました︒ありがとうございま
した︒

やまびこ会定例会
神戸イルミナージュ開幕
合同音楽会
光山だより編集委員会
ＪＡ神戸北地区ＧＧ大会
防災福祉コミュニティ訓練
婦人会定例役員会
ふれあい喫茶全体会
神戸地域健診︵後期︶
ふれあい昼食会
胃部検診
大型金属ゴ
ミ回収

行事予定
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え：稲生 康子

つくねバーグ和風仕立て
キノコの炒め物
秋刀魚ご飯
南瓜の茶碗蒸しそぼろあんかけ

す︒足︑腰の老化
を 防ぎ ︑ 手 ︑指 ︑
腕の機能低下を
防ぐ﹁歌謡体操﹂
のプログラムもあり
ますので会議の前後などにもご利
用下さい︒
︵乗井幹雄︶
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光山寺市民公園管理会様
あなたは10年にわたり
市民公園管理活動を通じ
「美緑花神戸まちづくり」
の推進に努力され多大な
貢献をされました。ここ
にその功績をたたえ感謝
の意を表します
平成２５年10月１２日

名月や善人悪人照らしおり
ホルン聞く牛のびやかに秋日和
貧しとも子を宝とし母涼し
祖父想ひ祖母のこと恋ひ零余子飯
移り日にコスモスゆれて友偲ぶ
梵鐘の余韻身に浴び秋夕焼
いにしえの屋島をしのぶ鱗雲
枝豆を束ねととのへ朝の市
新米を小俵にして孫たちへ
ありがたし新米賜ふ友ありて
秋晴やだんじり太鼓ひびきくる

11月28日(木）10：00〜
大沢地域福祉センター

毎月第２木曜日に実施している
﹁ふれあい昼食会﹂は︑食後のア
トラクションが参加者に大変喜ば
れています︒
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月 日の第 回の
昼食会では︑８月より地
域福祉センターに﹁高齢
者の介護予防と健康の維
持﹂を目的に設置された
カラオケ設備の披露を兼
ねて︑各団体の代表者に
よる﹁カラオケ発表会﹂
を実施しました︒学生服
に身を包み舟木一夫のヒッ
ト曲﹁高校三年生﹂を熱
唱した参加者もあり大い
﹃ 大 沢 っ子 応援 団 ﹄の 活動 は ３
年目に入っていますが︑本年度の
活動の重点は︑子供たちの安全を
守るためのパトロールの実施です︒
４月から毎月２回︑関係者のご協
力をいただいて実施してきました
が︑応援団の活動に対する地域の
関心と理解が徐々に広がりつつあ
ります︒パトロール中に手を振っ
て激励して下さる方もあり︑子供
たちを見守る地域の温かさが伝わっ
てきます︒
地域 の 宝物 であ る﹃ 大 沢っ 子﹄
の安全と育やかな成長を地域ぐる
みで見守りつづけたいものです︒
毎回︐パトロールにご参加をいた
だいた連絡所長に改めてお礼を申
し上げます︒
尚 ︑パトロールは 月で計画が終
了しますので︑今後の活動は運営
委員会で検討します︒
︵乗井幹雄︶

http://www.ozo.jp

に盛りあがりました︒ 点
の最高点を出した︑乗池邦晴さん
︵簾︶が︑第１回目のカラオケ大
賞に決まりまし
た︒お忙しい中︑
発表をいただい
た歌手の皆さん
ありがとう
ございました︒
音楽を心と体の
健康のために楽
しみたいもので

住民自治組織と区長との懇談会
︵大沢町よりの要望報告︶

(演技の部は４日 送迎バスを運行)

協議会広報部
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○美嚢川の河川の整備について
う要望しました︒
河川整備の促進とともに河川内
平 成 年 度以降︑ 新た な農 業
の堆積土砂の浚渫や清掃をお願い 振興施設として活用するとの回答
しました︒
を得ました︒
台風 号の被害 箇所 の改 修に
ホテル棟売却の今後の予定
付きましては︑優先的にとの回答 ︵ホテル・レストラン・バーデハウス等︶
を得ました︒
年 月５日 売却先公募開始
○滝・宮坂線の拡張について
年１月中旬 事業者決定
北六甲カントリー倶楽部から西
年４月 事業者に所有権移転
フルーツ・フラワーパーク「薔薇の間」

大沢ふれあいのまちづくり
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１０月号
発 行

10

18

畑に抜ける道路の拡張について毎 ︵売却先が決まらなかった場合は
年要望しています︒本年は八多町 閉鎖予定︶
︵北本義利︶
に加えて淡河町︑長尾町からも要
おめでとうございます
望が出されました︒
一部の地権者の了解をいただく
のが課題となっています︒
○フルーツ・フラワーパークの再
編について
本来の農業振興という目的とと
もに現在当施設が果たしている﹁北
神地域の活性化﹂という大きな役
割も考慮した施設の再編となるよ

11月３日(日)・４日(振替休日)
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好評だった﹁大沢そばうち教室﹂
が今年度は中止することになりま
した︒原因は異常気象の影響から
収穫量が激減したことです︒他地
区からの﹁そば粉﹂購入なども議
題にあがりましたが︑産地偽装ま
がいの活動は良くないとの結論に
達し︑今年度はやむなく中止とし
ました︒来年度以降に期待してく
ださい︒

パートナーシップ協定活動を利
用した︑大沢町への活動推進寄付
金のご協力を日頃よりお願いいた
しておりますが︑現在 万円以上
のご寄付をいただいております︒
協定修了となる来
年度以降からも︑
安定した運営資金
確保が必要です︒
今後ともご協力を
よろしくお願いい
たします︒

の交渉が進んでおります︒これま 耐久性のあるものとし︑ルート以 情報関連
での皆さんと同じく︑地域に溶け 外にも設置できるように考えてい
日頃より情報の収集と発信を行っ
込んでいただける方のようですの ます︒設置に際しては地権者との ておりますが︑町民の皆様の協力
で︑ご紹介できるときが近いこと 許認可などが考えられ︑各地区自 が不可欠です︒大沢町全体での取
をお待ちください︒
治会を通じた協力をお願いするこ り組みとお考えいただき︑各種活
とになるでしょう︒安全で安心な 動報告などをご連絡いただきます
ビジネスモデル研究会
新規に取り組む事業や品目など 町つくりのため皆様のご理解をお よう︑お願いいたします︒
に助成をしておりますが︑予算枠 願いいたします︒
地域還元型寄付金
に若干の余裕があります︒年度内 大沢そばうち教室
に作付けを終了させるなど規制枠
もありますが︑希望検討されます
方は連絡ください︒

交流プロジェクト
町 外 か らの 来 町 者 に
たい す る モラ ル 向 上 対
策の ひ と つと し て ︑ 啓
蒙看板の設置を充実させていきま
す︒現在ハイキングルートを中心
に設置しております﹁ゴミのポイ
捨て禁止﹂などの表示板を︑より

中ではあったが︑そんなことはも
のともせずに親子協力しながらの
稲刈りが進み良い汗を流した︒刈
り取った後は︑北本さんや下坂さ
んに稲の束ね方︑稲木かけの要領
を教わり順序良くかけられ一連の
作業が終了した︒この先風雨で稲
木がこけないことを祈るばかりで
す︒６月のあの暑い中を皆で苦労
しながら田植えをしたことを思い
出しながらの作業︑種まきをして
からおいしいおにぎりを口にする
までの数々の苦労話等聞かせても
らい貴重なふれあい米作り体験で
した︒
ある小学３年生のお子さんが落
穂拾いをしながら︑お米を︑ご飯
を粗末にしては罰があたるなあ・・
これからはちゃんときれいに残さ
ないように食べようと言ってくれ
たのが印象的でした︒お世話をさ
せて頂いて本当に良かったと感謝
感激致しました︒刈り取り後ご褒
美に丹波黒の枝豆刈りをして楽し
く過ごした雨上がりの半日でした︒
︵小西篤信︶
東大寺
小学校
で
インタ
修学旅行
ビ ュ ーを
しました ︒
最初はきんちょうしてうまく言え
なかったけど言っていくうちにす
らすら言えました ︒優しく聞いて

くれてよかったです ︒ 長坂友輝
ＵＳＪでこわかったのは︑ジェ
ラシックパークです︒それは︑始
めぜんぜんこわくなくて︑油断し
ていると︑突然下に落ちていく時
すごくこわかったです︒辻井智貴
修学旅行で楽しかったのはＵＳ
Ｊです︒ジェットコースターは初
めてだったから少し怖かったけど︑
速くて楽しかったです︒ほかもい
い思い出になりました︒西 唯花
修学旅行は楽しかったです︒英
語インタビューはきんちょうした
けど外国人に通じてよかったです︒
旅館では︑ご飯のいせえびがとて
もおいしかったです︒ 小林啓人
わたしは 法
︑ 隆寺を見に行ったと
き ︑古い物がたくさんあったので ︑
すごいなと思いました ︒五重塔は ︑
すごく高いし 上
︑ の鎌が 大
︑ きくて
びっくりしました ︒ 保尾瑠未菜

月にも 運行開 始予 定で す︒ た だ︑ ストを ︑朝は 病院・ 駅 まで 送 り︑
この事業は︑パートナーシップ
バスの配車上︑一日３便ですが︑ 帰りはイオン・フルーツバークへ 協定︑おいでよ大沢 〜都市と農
岡場方面・イオン方面の所用や知 の迎えを協議・調整中て︑決定次 村との交流事業〜の一つとして︑
人・親戚も積極的に利用して頂き︑ 第連絡します︒ ︵榎本茂木︶ ﹁おおぞうマップ﹂のハイキング
三田・大沢・岡場線を含め路線維
コースと﹁大沢ふれあいの森﹂を
持へ協力をお願いします︒又︑イ
周回する遊歩道を組み合わせ︑自
オンからの三宮行き特 急バスは
然豊かな大沢の素晴らしさを味わっ
大変楽で便利です︒北区全体でも
ていただこうと実施するものです︒
高齢化で交通問題改善が課題となっ
町の皆さんも お
ており今後も共同で改善を継続協
月 日︵土・祝︶︑第５回お おぞう を再発見
議する予定です︒その一つとして︑ おぞうふれあいエコハイキングを してみませんか︒
行政支援を得て︑去年に続き︑神 ＪＡ大沢ふれあい委員会と共催で ︵大家重明︶
姫バスを補完する繋ぐ自主運行テ 実施いたします︒
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プロジェクト長会議開催

11

23

９月 日︵月︶会議を開催しま
した︒今年度は担当者の支払い立
替による負担を軽減させるために︑
事務局より概算予算の払い出しを
行い︑出納簿・領収書とともに後
日決済ができるようにしました︒
また︑事業所などからの請求に
対しても事務局から直接支払いを
行い︑金銭的な不安と負担の軽減
につとめます︒

11

11

住宅関連

10

現在︑日西原地区において物件

要請してきた岡場・フルーツパー
ク路線は︑神姫バスの協力で八多・
神付から平松坂を通りフルーツパー
クを経由しイオンへのルートが申
請されました︒バス停はフルーツ
パーク口・善入公会堂前・ライス
センター前に設置されます︒国交
省 陸運局か ら許可が おり次第
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域事務局
第 回神戸市消防団
小型動力ポンプ
操法大会

気合いで︑橋本︑和田︵智︶
︑小
池︑滝脇︑小渕の５人の団員の息
がぴったりと合い︑ 秒が多数出
る中︑ 秒 で６位を勝ち取り
ました︒本大会に際して︑ご支援
いただきました分団員の皆様︑関
係諸団体の皆様︑どうもありがと
うございました︒今後も大沢町の
消防団活動にご支援・ご協力をお
願いいたします︒
︵岡伸元︶
39

雨上がりの午後︑
去る 月 日 家
族 名余 りの 参 加者
で稲刈り体験を味わっ
て頂きました︒
地域事務局プロジェ
クトチームの皆様の
指導を得て始まりました︒栂谷さ
ん︑大家直人
さん等の司会
で進められ︑
西山さん︑稲
生さん︑そし
て乗井さんの
丁寧な実技指
導を受け︑朝
まで降り続い
てぬかるんで
いた田んぼの

78

19

掲示板
29

39

10

大沢町地
２ 年に１ 回開 催さ れま す第
回神戸市消防団小型動力ポンプ操
法大会が ︑９月 日︵ 日︶ に市
民防災総合センターにおいて行わ
れ︑今回出場の和田善隆分団長が
率いる第３分団がみごと６位入賞
を果たしました︒同大会は︑市内
消防団 チームが 出場 し︑ 放水
競技を行うもので︑とりわけ注目
されていました兵庫︑中央消防団
の女性団員が選手として出場され
好成績を残されました︒
８月より早朝６時から７回の練
習を実施しましたが︑天候に恵ま
れず雨中や
猛暑もあり
練習を悩ま
せました︒
練習を重ね
る毎に目標
タイムをク
リアするこ
とができ︑
本戦に臨み
ました︒和
田分団長の
50
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