三田市在住の前田隆成です︒ご
縁で中大沢旧郵便局局舎と出会い
一目惚れしました︒大沢町の自然
豊かな田園風景と建物は理想でし
た︒５月初旬カフェのオー
プンを予定しています︒

お知らせ
きたきたまつり
５月 日︵土︶
鈴蘭公園

神戸まつり
５月 日︵日︶
フラワーロード

〜

〜

平成 年度﹁１０００万人
ラジオ体操・みんなの体操祭﹂
８月３日︵日︶午前６

２月から内装などコツコ
ツ自分で出来る作業を開始しまし

大沢ふれあいのまちづくり

神戸総合運動公園ユニバ︱記念競技場

４月号
発 行

た︒作業中地域の皆様から声をか

けて頂き︑とても嬉しく励みにな

りました︒大沢町の優しさ︑素晴

らしさを実感しています︒
カフェでは大沢町の美味しいお

米や野菜を使った洋風ランチと飲

み物などを考えています︒大沢町
の魅力を町外の方にもカフェより
発信できればと思っています︒た
くさんの方と
の出会いを楽
しみにしてい
ます︒大沢町

回大沢町民ゴルフ大会

伸 郎
昭
純 子
澄 子
正 子
ち が
弘 枝
三恵子
たみゑ

婦人会定例役員会

ふれまち総会

女性会講座

ヨガ教室︵らぽ〜と︶

社会福祉協議会総会

町民の動き

５／

５／

５／

５／

５／

５／８ ふれあい昼食会

５／４ おもしろ市場餅つき大会

５／３ 光山だより編集委員会

５／２ ＪＡ神戸北女性会総会

野の草のように育てと種子を播き
百草に百のかたちに芽吹きあり
耕して風をすき込む棚田かな
ひと鍬の手応えしかと筍掘る
生きがいは野菜作りや耕せり
つくし摘む過疎の山里早や日暮れ
秋耕の亡夫の遺せし鍬ふるう
丹波路は田を鋤く音ものびやかに
春蘭やほほえむ如く花をひらく

第

スポーツ情報
４／
藤滝 充克

神戸パインウッズＧＣ
優 勝

え : 武長朝子
準優勝 岡
啓之
おめでた
第３位 高森 正和
１／ 中大沢 仲前江利子さん
行事予定
寺前 聡さんと
おくやみ
４／
ＰＴＡ総会・学校公開デー
３／ 上大沢 大家秋雄さん 歳
４／
女性会学級︵骨盤体操︶ ４／３中大沢 弓場清夫さん 歳
４／ 中大沢 隅田佐代子 さん 歳
５／１ やまびこ会定例会

梶田 泰成
大沢連絡所
藤原 一幸
建設局北建設事務所長 鈴木勝士
安全推進担当課長
林 雅隆
大沢小学校教頭
川崎 道夫
ＪＡ兵庫六甲大沢支店リーダー
谷口 嘉教
神戸みのりの公社 フルーツフラワーパーク部
部長 仲村 友和
地域振興調整担当部長 北芝孝男

まちづくり推進課地域支援担当係長

保健福祉部長
林
千景
こども家庭支援課長 坂 賀由子
保護課長
横川 一美

73 86 95

の皆様どうぞ
よろしくお願

27 25 24 19 12
18

26
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慰霊祭
４月19日（土）やすらぎの丘において、
第78回大沢町出身戦没者追悼慰霊祭が行
われました。一部は英霊追悼式、二部は
平和へのメッセージとして『野末の露』
が献歌され、上大沢幸田充代さんが、お
父様の従軍帰還体験や平和への強い願い
や慰霊の晩年を語られました。

いいたします︒

18

：
30

４月２４日（木）福祉センター

http://www.ozo.jp
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協議会広報部
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美しい新緑の芽吹きと共に︑自
治連合会も新年度がスタートしま
した︒役員会に於いて︑はからず
もその器でない私が︑今年度︑会
長の任を仰せつかることとなりま
した︒
大 沢町 の 抱え る課 題 山積 の 中 ︑
安心安全で住みやすいまちづくり
を目指すとともに︑今年度は︑神
戸市とのパートナーシップ協定終
了後の第一歩の年でもあります︒

平成２６年度収支予算書

俳
句
12 11

26

〃 委員 東岡威和雄︵神︶
監事
代表地区自治会長 向井善裕︵市︶
〃
畑中正和︵日︶
顧問 ︵前自治会長︶ 北本義利
︵大沢連絡所長︶ 大釜 透
相談役
東本 晄
〃
乗井幹雄
今後どのよう
平
成二十六年度事業計画
な歩みができ
４／ 大沢町戦 没者追 悼慰 霊祭
るのか︑不安
５／ きたきた まつり
もありますが︑
７／ クリーン 作戦
町民・役員の
８／ 納涼盆踊 り大会
皆様方のお力とお知恵をお借りし︑ ８ ／ 精霊 流 し
勤めてまいりたいと思っておりま ９／１敬老のお祝い
す︒ どうか自治連合会への一層 ９／７防災福祉コミュニティー訓練
のご協力をよろしくお願い申し上 ９／ 大沢の里ふれあい運動会
げます︒
︵ 高山壽和︶
月上旬 町民芸術祭
平成二十六年度役員 ︵ 敬称略︶ 月上旬 役員研修会
会長
高山壽和︵中︶ １／
新成人お祝い
副会長
池本喜和︵上︶
会計
藤原利夫︵上︶
総務部会長
中尾幸夫︵神︶
〃 委員
榎本茂木︵上︶
文教部会長
仲前幸雄︵中︶
〃 委員
小池光雄︵中︶
〃 委員
宮本千代治︵簾︶
〃 委員
向井善裕︵市︶
人 事 往 来
福祉部会長
松下裕彦︵市︶
〃 委員
山本 茂︵日︶ 北区総務課長
仲田 光男
環境防災部会長 畑中正和︵日︶ まちづくり支援課長 長谷川泰正
〃 委員
乗池邦晴︵簾︶ 北神出張所副所長
加野 嘉一
まちづくり部会長 石井保行︵日︶
収入の部
(単位：円）
会費・助成金・繰越金他 5,275,529
支出の部
事業費（運動会・盆踊り・芸術祭等）2,110,000
防火防災防犯費
220,000
土木費
40,000
まちづくり推進費
1,640,000
各種団体補助金等
600,000
教育関係費
230,000
事務費・雑費
300,000
予備費
135,529
計
5,275,529

第５０２号

平成２６年４月号
（４）こうさんだより
第５０２号

平成２６年４月号
（1）こうさんだより

大沢町地域事務局会議
４月 日︵木︶に今年度最初の
地域事務局会議を開催しました︒
大沢町自治連合会より新旧三役の
方々をお迎えし︑今年度新たに登
録いただいた局員さんと行政関係
者さんにも同席いただき︑顔合わ
せの会として開催したものです︒
席上行政サイドからは︑今年度大
沢町に対して予定している助成内
容の概算をお聞きすることもでき
ました︒協定終了後これから自立
するための年度として︑志も新た
に取り組んでいきたいと思います︒

事務局局員会議
年度最初の局員会議を︑５月
２日に開催する予定です︒当日は
事務局役員および各プロジェクト
長を選任し︑今年度の活動予定な
どを決定したいと考えています︒

おいしい大沢産

会 長︵連合︶大家 陽子
会 長︵ＪＡ︶稲生 芳子
副会長︵連合︶岩田
栄
副会長︵ＪＡ︶坂井 洋子
会 計︵連合︶井上 隆子
会 計︵ＪＡ︶仲前 禮子
書 記
仲西真理子
︵さくらんぼミセス︶
幹 事
久古美奈子
会 計
上西 陽子

善入地区
藤滝 敦美
簾 地区
下浦千鶴子
自治会文教部長 仲前 幸雄
よろしくおねがいします

27

現在︑大沢町ではイチ

定にしております︒従来の活動グ
ＮＨＫでも紹介され神戸新聞にも
ループを取りまとめるプロジェク
大沢町地域
掲載されました︒復活品種の﹁神
ト体制は踏襲していく予定ですが︑
事務局の
戸１号﹂は昨年より品質も向上︑
具体的な活動内容などにおいては
今後について
イオンモール内のお店の店頭にも
５月号にてお知ら
数量限定で販売されることを知り︑
神戸市との３年間にわたるパー せできると思いま
筆者も初日に手に入れることに成
功︑クリームとの相性も良くその トナーシップ協定締結により︑大 す︒
現時点で早急に
沢町コンパクトタウン研究会を
おいしさに舌鼓を打ちました︒生
﹁大沢町地域事務局﹂へと組織と 取り組まなければ
産者の努力に敬意を表すとともに︑
活動内容を改定し︑行政サイドか ならない問題とし
大沢町のブランド農産物として確
らの助成金を含めた多くの援助を ては︑就学児童数
立できることを願っています︒
受け︑大沢町の活性化に向けた活 の減少による大沢校存続問題は現
住宅関連事業
動となるように運営してきました︒ 実問題であり︑先送りを繰り返し
事務局扱いでは
町民のみなさまにはどのように ているばかりでは解決できません︒
ありませんが︑大
感じていただけたのでしょうか？ 町民総意の企画案を創り上げる必
沢町にもいよいよ
住民の足となるバス路線の確保︑ 要から︑各自治会内でも問題提示
カフェレストラン
少子化対策を念頭に置いた移住促 していただきたいと思います︒新
が出来そうです︒大沢校近くの旧
進対策︑都市部との交流イベント 規取り組み作物などへ初期投資助
郵便局跡を現在改装中です︒地元
の開催も多岐にわたり行いました︒ 成を行ってきたＢＭ研究会では︑
の食材を使ったメニューなどが並
農業政策においては﹁おおぞう 収益が定着するように今後数年間
んでくれると大変うれしいのです
そだち﹂﹁神戸１号﹂を地域ブラ の経過調査を実施すべきと考えて
が︑オープンする日を心待ちに期
ンド化し︑生食出来るトウモロコ います︒
待しましょう︒
シは知名度も上がってきたようで
地域事務局の役割が不鮮明であ
交通関連
す︒今年度からの地域事務局運営 るとの意見もあるようにお聞きし
昨年度実施しました自主運行試 では︑整備活動が行われた各種の ますが︑町内活動組織の窓口とな
験を検証するとともに︑公共交通 取り組みを︑いかに継続発展させ りその活動をみなさんにお知らせ
機関の存続と八多町との合同協議 るかが骨子になると考えます︒
することが任務だと考えますので︑
会にむけた会議が︑５月 日に開
来る５月２日に局員会議を開催 今後もご協力をお願いいたします︒
まちづくり部会 石井 保行
して新たな組織体制を構築する予
催される予定です︒

15

掲示板

ゴ狩りが真っ盛りです︒

元気に暮らすには︑おいしく食
安易に捨ててしまえばゴミです
べて︑楽しく交流する事も大事な が︑分別回収し資源としてリサイ
要素です︒そこでおすすめしたい クルしていくことがゴミの減量に
のが歯科健診！歯が痛くなったり︑ つながります︒地域の婦人会やＰ
調子が悪くなってから治療に行く ＴＡが実施している資源回収にご
のではなく︑定期的に口の中の状 協力お願いいたします︒
態を確認し︑むし歯や歯周病を予 ５月 日︵火︶ 婦人会資源回収
防・早期発見しましょう︒
朝８時までに各地区収集所まで
歯周疾患検診・歯科相談を無料実
︵ 新 聞・ 雑誌・ アル ミ缶・
施します︒
雑紙・段ボール・古布︶
６月 日︵水︶
〜
北神行政サービスセンター４階
光山だより編集委員
対象
歳と 歳以上の北区民
交代のお知らせ
予約 ５月８日︵木︶９時から
℡３３３︲３３３０
： 13

婦人会・女性会新体制

41

事務局

上大沢自治会会長 榎本茂木
このたび︑上大沢の皆様の代表
として自治会長を務める事になり
ました︒諸先輩方が築かれた歴史
と伝統のある上大沢の代表として
の責任を重く受け止めています︒
どこも同じと思いますが少子高齢
化や農業の担い手不足︑価値感や
慣習の多様化等︑取り巻く環境が
大きく変わる中で︑どのようにし
て︑安全・安心・元気で︑景観等
美しく︑若者も住み易い︑人が集
う町にするかが︑大きい課題となっ
ている様に思います︒先日︑人口
11

35

17

減少をたどっていた離島の高校が
地域の特性を活かした教育を編集・
広報し人気が集まり︑学生が倍増
し人口も増加した事例の紹介があ
りました︒いろんな情報取得︑話
合いや交流を通じて多様な考え方
を謙虚に受け止め︑井の中の蛙に
ならず︑地域の強みを活かし一歩
ずつ前へ進めればと思います︒未
熟で微力ですが︑上大沢をより良

： ：

大沢町地域
26

い町にしたいと考えていますので
宜しくお願いします︒

12

第５０２号

平成２６年４月号
（２）こうさんだより
第５０２号

平成２６年４月号
（３）こうさんだより

