月２日の土曜日に︑大沢校合
同音楽会が行われました︒今年の
音楽会のテーマは﹁大
沢校
人の音色を
奏でよう﹂でした︒
そのテーマを胸に
置きながら︑全員
で取り組みました︒

対して表彰されました。

第 回大沢支店ふれあいゴルフ
優 勝
榎本 茂木さん
準優勝
幸田 格治さん
第３位
小西 元八さん
ＪＡ神戸北地区ＧＧ大会
／７ ＦＦＰ多目的広場
第３位
乗井 幹雄さん

行事予定

昂さん

才

／２ 女性会学級︵健康体操︶
／６ 幼稚園松寿会と餅つき
／
婦人会定例役員会
／
ふれあい昼食会
／
女性会学級 ︵音楽教室他︶

山本

辻 和浩さん
稲田美穂さんと

町民の動き
おめでた
／ 中大沢

生徒たち
にとって
も素敵な
思い出と
して残っ
てくれた
と思って
います︒

当日の演奏は︑
ど れも本 当に 素
晴 らしい もの で
し た︒し っか り
一人ひとりの歌
声︑楽器 の演奏
が私の心に届き︑
大 沢校に しか 出
来ない演奏を聴かせることができ
たなと感じました︒もちろん本番
までには悩む事も沢山ありました
が︑生徒たちの﹁もっと素晴らし
いものを作り上げたい﹂という思
いが力になり︑それが音へと変わっ
ていきました︒当日のあの素敵な
演奏は生徒たちの努力の結晶です︒
本当によく頑張ってくれました︒

おくやみ
／ 日西原

13

30 30

協議会広報部

10

16 12 11

24

上大沢ふれあい会館に喫

大沢ふれあいのまちづくり

10

53

茶 コ ー ナ ー を 開 設 し ま し た︒

森林ボランティア活動に

大沢 っ子み んなで 奏でる

く、優れた模範となる

挽きたての美味しいコーヒー

12月22日（日）13:30〜14:30
お気軽にお申し込みください。
12月10日締切 稲生まで
終了後はおしゃべりタイム！！
〔参加費〕 ５００円
〔持ち物〕消しゴム・のり・はさみ

他︑いろいろご用意してお

（森林ボランティア団体部門）

待ちしています︒

１１月号
発 行

あらあらし裏大山もしぐるる日
弘 枝
つかれしをひととき忘れ落葉焚
千代乃
ゆらゆらとみづあかりして白障子 純 子
障子貼る手順教えて疲れけり
澄 子
母と子と紙引き合って障子貼る
正 子
他愛ない夫婦の会話石蕗日和
三恵子
高らかに我が縄張りと寒鴉
しろう
野辺の木もふるえる様に寒きかな たみゑ
寒行をつづけて男子われ八十歳
伸 郎
山茶花の咲き初む今日の散歩みち
昭
スポーツ情報

おめでとう

一︑午前は９時から 時 分

http://www.ozo.jp

11

ニ︑午後は３時から４時 分
200

三︑会館利用料 円のみ
︵池本喜和︶

え：平 若美
後ともこの芸術祭が︑町の活性化
に繋がる祭典として益々進化し続
けることを期待してやみません︒
来年に向けての準備︑振るっての
ご参加をお願いいたします︒
︵乗池邦晴︶

パステル画de X'mas カード作成

り育て活かし拡げて行

11

12 12 12 12 12

11

月 日 時よ
り 上 大 沢ふ れ あ い 会
館 において ︑ 名の
参 加 を 得て 防 災 訓 練
を 実施 しま した ︒
月の伊豆大島の山崩れや京都渡月
橋の水害等台風が３度も日本周辺
を通りました︒幸いわが町は大き
な災害も無く過ごすことができま
したが︑今回は万に一つを想定し
て 日頃 か ら備 える 必要 を 痛 感 し ︑
防災福祉コミュニティの管理する
機材の点検及びおにぎりと豚汁の
炊き出しを行いました︒有事の際
には慌てることなく出来るよう期
待しつつ︑無事訓
練を終えることが
出来ました︒
︵西浦玉喜︶
10

10

去る
月３
日・４
日︑
﹁第
回お
おぞう
町民芸
術祭﹂がフルーツフラワーパーク
で開催されました︒昨年に引き続
き〝 太陽 と 緑 人情 豊か なふ れ あ
いのまち おおぞう〟のテーマの

11

もと︑薔薇の間会場には︑五百点
余りの作品が出展され︑九種目の
演技出演︑お茶席接待︑模擬店等︑
来賓の方からは︑
﹁ 大 沢の 文 化の 高さ には い つも 感
心させられます﹂と︑お褒めの言
葉もいただきました︒
フルーツフラワーパーク様をは
じめ︑出展︑出演いただいた︑町
民︑学校園︑児童館︑ラポート様︑
又︑模擬店等︒ご協力いただいた
方々に厚くお礼申し上げます︒今

92

平成25年10月27日執行
有権者数 投票者数 投票率
全 市 1,236,761 452,010 36.55
北 区
182,224 66,920 36.72
大沢町
940
496 52.77

ひょうご森づくり活動賞
兵庫の豊かな森を守

らぽーと百彩館にて
神付・産土の森の会
65

10

俳
句

受賞
11

11

33

第４９７号

平成２５年１１月号
（４）こうさんだより
第４９７号

平成２５年１１月号
（1）こうさんだより

掲示板

みなさんからのご意見をお聞きし
ていきたいと思います︒

ビジネスモデル研究会

今年度申請事業での実施報告書
に関して︑内容検証と追加申請書
の判定を 月６日に開催しました︒
多くのみなさんに新規取り組みに
臨時会議開催
月 日︵金︶臨時会議を開催 おける初期投資への援助ができて
しました︒今年度の全体会におけ いると思います︒今後も新たな地
る日程︑報告内容などを事前検討 域ブランドとなるように育
した上で︑ 日に予定しておりま てていってください︒
す報告会議において詳細を決定し
月 日に新規作物
たいと思います︒
︵ほうれんそう︶の
パートナーシップ協定が終了後 先進地視察を計画しています︒
の︑事務局運営体制を中心とした 別途募集案内を行いますので注目
人事・規約・活動内容などの課題 しておいてください︒
もみえてきました︒大沢町が住民 交通関連部門
一体となった住みよい町として子
本年度自主運行テストの実施は︑
供たちに託せる様に︑今後も支援 既報の通り関係各所との話し合い
と協力をお願いいたします︒
が難航しており実施にいたってお
りませんが︑ 月からのテスト事
統合助成金システム
現在は行政各部所からの︑使用 業が開始できるように調整してお
目的別方式で補助金などが運用さ ります︒この事業が目指す本来の
れていますが︑これらを地域内で 目的 は︑路線バス の利 用者 増加
の統合化した事業目的の範囲で︑ による運行本数の増便にむけて︑
助成金の弾力的な運用が可能とな 補完的な対策を検証するものです︒
るシステムです︒青少協︑ふれま
みなさまのご理解をお願いいた
ち︑防災コミュニティなど多くの します︒
団体と協議する必要があり︑時間 新たな希少生物の発見か？
をかけて検討する事案ですので︑
﹁カワバタモロコ﹂を中心にす

地域事務局

28

12

11

18

12

戦前︑
月３
旧有馬
日︑菊祭
郡にて
りと新米
一番多
試食会を
く栽培
開催しま
されていた酒米品種﹃政岡﹄の種
した︒立
を入手し︑今秋収穫することがで
派な菊を
きました︒入手出来たのは僅か
育てられ
た方々に
感謝しながら菊を展示し市場に秋
の彩を演出しました︒新米試食会
はガス炊飯器４台で上大沢産のこ
し・きぬ・ひのひかりと︑黒紫米
の ブレ ン ド︵ おに ぎり 提 供︶ を︑
お米の洗い方等に気配りし炊き出
しました︒どのお米も美味しいと
評判でしたが︑﹁ 今までこしひか
りだったが︑これからひのひかり
にしよう﹂と︑意外にもひのひか
りを選んだ方があったことでした︒
当 日は あ いに くの 小雨 で し た が︑
黒紫米ブレンドは赤く芳ばしく白
米おにぎりとセットの﹁紅白おに
ぎり﹂を︑昨年より多く提供しま
した︒これからも﹁大沢良いとこ﹂
を実感して 貰え
る取組みを 継続
したいと思 って
います︒
︵榎本茂木︶
88

56

おもしろ市場

秋のイベント

11

えた﹁おおぞうそだち﹂関連で︑
大沢町における水生生物の継続調
査を実施したところ︑﹁こうのと
り﹂クラスの生物︵？︶が捕獲さ
れました︒現在研究機関にＤＮＡ
鑑定を依頼しておりますが︑結果
が判明するまでは長期間かかる予
定です︒また︑捕獲場所などは乱
獲等防止のため︑公表はいたしま
せん︒ロマンとともに環境に配慮
した町であることを目指していき
ましょう︒

情報関連
日頃より情報の収集と発信を行っ
ておりますが︑町民の皆様の協力
が不可欠です︒大沢町全体での取
り組みとお考えいただき︑各種活
動報告などをご連絡いただきます
よう︑お願いいたします︒

地域還元型寄付金
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
金については︑日頃よりご協力い
ただきありがとうございます︒協
定終了となる来年度以降からは︑
より安定した運営資金確保が必要
となります︒税制上の優遇措置利
用など︑今後ともご協力をよろし
くお願いいたします︒

去る 月 日上 大沢ふ れあい
会館に於いて︑ふれあい喫茶の全
体会を開催いたしました︒県民交
流広場事業は終了しましたが︑年
に一度くらいは継続してやってい
こうということになり今回の開催
とな り まし た︒ 経費 節 減 のた め ︑
大沢で今同好会として活動されて
いる方々にご協力をお願いしまし
た︒
三味線・銭太鼓・フラダンスそ
れに上大沢の平誠さんの日本舞踊
を先生もご出演いただいて楽しん
でいただきました︒ご協力いただ
いた皆様ありがとうございました︒
お花も武長先生のご協力で秋の花
をきれいに飾ることができました
こと心よりお礼申し上げます︒
︵稲生芳子︶
13

15

粒の 種︑一粒ずつ丁 寧に植 え︑
発芽率 ％と言わ れて いる 中で
見事 ％の発芽率 を達 成し まし
た︒田植えも昔ながらの手植えで
行いました︒稲熱病にかかりなが
らもすくすくと成長し︑穂をつけ
る前には背丈ほどにまで成長しま
した︒稲刈りの前には台風でほと
んどが倒れてしまいましたが︑手
刈り︑稲木掛けとすべて手作業で
行い︑脱穀も昔ながらの足踏み脱
穀機にて行いました︒来年度は収
穫した種籾でさらに多くの作付け
を行います︒先人が飲まれた酒の
復刻︑そして︑唯一無二の大沢産
酒米﹃政岡﹄が
地域活性に繋が
る事に期待して
今後も研究・栽
培に取り組んで
いきたいと思い
ます︒
︵池鍋博幸︶

11

大沢町

11
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平成２５年１１月号
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平成２５年１１月号
（３）こうさんだより

企画の仕掛け人より取り組み紹
介とさらなる商店街の魅力アップ
策について考えるトークセッショ
ンが行われ︑大沢町地域事務局と
して参加しました︒元町では毎月
一回︑農産物などを販売する﹁水
曜市﹂が開かれています︒﹁神戸
元町 と いえ ばフ ァッ シ ョナ ブル ︑
洗練された︑と言った代名詞が似
合う街で︑泥つきの野菜の販売な
ど場違いではないのでしょうか？﹂
との質問をしたところ﹁生活に根
付いた農産物を元町で販売するこ
とがお客さんに魅力を与え定着さ
せることとなる﹂との回答でした︒
大沢町としても地元の農産物をＰ
Ｒ でき る
絶 好の 場
所 とし て
協 力し て
い きた い
と 思い ま
す︒
︵藤本
喜郎︶

