︵大沢自治連合会としての要望︶
＊ 学校側に歩道設置整備
近年特に大型車両を含む交通量
が激 増し ︑ 学校 を中 心 に児 童 館 ︑
店舗︑郵便局︑飲食店と人の出入
りが多い危険個所のため︑西側の
歩道を川に張り出し道路全体を移
動させて学校側に子供や人が安心
して歩行できるよう︑歩道の設置
などの道路の改善をお願いいたし
ます︒
＊ 河川の改修
台風 号では橋げたの崩壊︑
護岸の崩れ︑洪水による被害が多
数出ました︒近年局地的な集中豪
雨が数多く発生することも十分考
えられることから︑スムーズな流
れを保つため︑堆積土砂の浚渫や
11

１０月号
発 行

大沢ふれあいのまちづくり
協議会広報部

おおぞう町民芸術祭

講師 田辺眞人 先生

月１日 ︵土 ︶・２日 ︵日 ︶
大沢校体育館・中庭
１日午前大沢校の音楽会
午後町民の発表会
２日午後講演会
11

俳
句

秋まつり爺も若衆もええやないか
大樽のふるまひ酒も秋祭り
木曽谷や濃紅葉に降る火山灰
きのこ取り亡父と行きし日遠くなり
蔦紅葉廃屋まるごと彩れり
秋祭り昔を老父ただ語る
新米が届き隣へお裾分け
藁屑にまみれ刈田に遊ぶ子ら
ゆったりと鷺舞下りし刈田かな
スポーツ情報

伸 郎
三恵子
昭
たみゑ
純 子
ち が
澄 子
正 子
弘 枝

９／
おおぞうの里ふれあい運動会
優勝 綱引きの部
中大沢
おおなわとびの部 上大沢
障害物リレーの部 簾地区

町民の動き
西明

勇様 才

／
農業体験イベント
／
食農教室
／３ 光山だより編集委員会
／
婦人会定例役員会
／
ふれあい昼食会
／
ヨガ教室︵らぽ〜と︶
／
自治連合会役員会
／
胃部検診
／
住民健診
︵後期︶

行事予定

27

27 26

26 19 18 16 13 12

おくやみ
９／ 上大沢
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﹁ 田錦 事
﹂ 情
最近の 山

古くから愛されてきた﹁日本酒﹂
も︑ビール類・ワイン類に取って
代わられ年々消費量が減少してい
ます︒ただし︑酒造好適米の王で
ある﹁山田錦﹂が主に使用される
のは︑純米酒︑吟醸酒等の特定銘
柄品種であり︑輸出量の増加傾向
と併せて近年需要が多く︑酒造メー
カーへの供給は品薄状態となって
います︒神戸北地区の中でも特 A
地区に指定されている大沢町内で
は︑今後作付面積の拡大に取り組
んでいくことを検討してみてはど
うでしょうか？
キヌヒカリなどの食用米買い入
れ価格が低下傾向にある昨今︑品
種特性や肥培管理など少し苦労は
しますが︑農業経営の面からは大
いにメリットがあると考えます︒
全国の７割を生産している兵庫県
内において︑加東市・三木市だけ
でなく︑神戸北地区に大沢町あり
を知らせて行こうではありません
か︒ ︵山田錦部会 石井保行︶

10

http://www.ozo.jp

防災工事を速やかに進めていただ
自治協議会と
きたい︒
北区長との懇談会
＊ 屏風辻・滝・宮坂線の拡幅
八多町とともに毎年要望してお
りますが︑通勤の近道としてや農
去る 月 日︑住民自治組織 繁期のライスセンターへの貨物車
と北区長との懇談会が開催され︑ 両等︑通行車両が多くなっており
大沢町より次の３項目を要望させ ます︒この区間だけが拡幅されて
ていただきました︒ ︵高山寿和︶ おらず非常に危険なため︑安全対
策も含めて早期の改善をお願いい
たします︒
河川改修について︑今までにも
改修を進めていただいており︑優
先順位はありますが改修は実行さ
れ︑他の２点は今後も要望しつづ
ける必要があるようです︒

10
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事務局

掲示板

近畿農政局の事例集に行事掲載
近畿農政局が発行する﹁農業農
村のもつ多面的機能に関する事例
集︵近畿版︶﹂に︑大沢町より２
つの活動が掲載されることになり
ました︒生物多様性を保全する機
能の部門で﹁おおぞうそだち﹂の
取り組みが︑また人間性を回復す
る機能の部門では﹁どろんこバレー
ボール神戸大会﹂
が選ばれました︒
近畿農政局のホー
ムページにも掲載
されますが︑大沢
町内での取り組み
が評価されたこと
は︑全国に 向けて
大変誇らしいことです︒各担当部
門の皆様にはご苦労様でしたと︑
おめでとうございますの言葉を贈
りたいと思います︒
みんなで歩こう 大沢の里
振替休日の 月 日︵月︶は︑

いよいよ今年の﹁ふれあいエコハ
イキング﹂の日です︒今回は五町
ハイキングとの合同イベントにな
りますので︑町内のスタッフが例
年より多数必要です︒多くの町民
で参加来場者を迎えたいと考
えますので︑ぜひお手伝
いをお願いいたします︒
詳細についてはＰ
Ｊ長大家さんまた
は︑連絡所までお
願いいたします︒
おいしい大沢ＰＪ
初期投資費用を助成する活動を
行ってきた﹁ＢＭ研究会﹂で︑栽
培作物の現況や今後の拡大および
展開に対して対象者より報告を受
けました︒順調に推移しているも
のもあれば︑活
着不良でやりな
おしを余儀なく
されたものもあ
りました︒それ
でもみなさんが︑
大沢町の特産物
を創出したいとの思いは強く伝わ
りました︒新たな対象作物として
取り組みに着手する﹁有馬山椒﹂
においては︑普及所講師による勉
強会を経て︑活動実践地視察︵朝

来市予定︶を行い︑栽培希望者向
けの講習指導を予定しています︒
水はけの良さなど栽培条件に制約
がありそうですが︑山際の耕作放
棄田を利用することも可能なよう
です︒ぜひ検討してみてください︒
これに伴い栽培希望者を広く募集
しています︒ご希望の方は︑一度
ＰＪ長の藤本さんまで連絡してく
ださい︒
コメづくり広場の収穫
月 日秋晴れ
の中︑春に田植え
をした﹁おおぞう
そだち︵ひのひか
り︶﹂の稲刈り体
験が実施されまし
た︒稲刈り初体験
のお母さんに︑学校行事で体験済
みの子供さんが丁寧に教えている
光景もあり︑参加した多くの家族
が︑収穫の喜びに笑顔いっぱいで
過ごしている様子が︑大変ほほえ
ましく見えました︒生育管理を担
当された農家の方におかれまして
はご苦労様でした︒
アンケート調査の御礼
学校園プロジェクト︑および交
通プロジェクトによるアンケート
調査においては︑多くの住民の皆

さんから回答をいただきありがと
うございました︒多くのご意見を
参考にして今後の方向付けをして
いきたいと考えます︒現在集計中
でございますので︑暫くお待ちく
ださい︒来月には報告が出来ると
思います︒
芸術祭で講演会
大沢町民芸術祭の二日目︑ 月
２日︵日︶午後２時より大沢校体
育館にて︑田辺 眞人︵たなべ
まこと︶氏の講演会が行われます︒
多数の皆さんの出席をお待ちして
います︒演 題は﹁ 有
馬郡大沢の歴史か
ら﹂です︒
11

大沢町地域

24
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神 戸市 子ど も会 連合会 結成
周年記念式典において︑上大沢里

感謝状

上大沢里づくり協議会に

児童館
ごすことができました︒
中学生の下校時刻は夏期午後６時︑ づくり協議会に感謝状が贈呈され
日は菊づくりのゴール前の輪 冬期午後５時です︒
ました︒
︵９月６日︶
台づくり︒大沢菊づくり同好会の ○大沢っ子応援団で月２回︑下校
市子連では上大沢里づくり協議
歳差のグランドゴルフ
そして
皆様方のご支援ご協力を得て︑今 時に﹁安全パトロール﹂を実施し 会と連携して︑農業体験を通じて
年も無事に花を咲かせることがで ています︒ご支援のほどよろしく 農村地域に親しむ﹁親子里山体験﹂
大輪の菊台
きました︒わが子を愛しむような お願いいたします︒
を 実施して 年に なりま す︒
﹁ や っ た ！ ホ ー ル イ ン ワ ン ！ ﹂ 気持ちで︑地域の皆様と子供達と ○現在︑大沢町の﹁安全・安心マッ
上大沢営農部会︵田植え・稲刈
歓声が秋晴れの大沢校グランドに の合作で輪台を取り付け︑表札と プ﹂を大沢町地域事務局で作成中 り︶
︑大沢松寿会︵注連縄づくり︶︑
響き渡りました︒
名前を記しました︒
です︒近所でお気付きの箇所等が 農業振興センター︵生き物観察︶
月 日︑児童館と松寿会と
月１日の大沢町民芸術祭では︑ ありましたらお知らせ下さい︒
等︑多くの方々にお世話になって
の第２回交流グランド大会︒最高 菊の名称にもあるような﹁晴舞台﹂︑ ○小学生には市教委より防犯ブザー います︒ありがとうございます︒
齢 歳 ︑最 年少５ 歳の 四世 代に ﹁理想郷﹂︑﹁福徳﹂として輝いて が配布されていますが︑今回︑中
今年も次郎ケ谷でユニークな案
わたるプレー︒子供たちの純朴な くれることでしょう︒
学生に﹁防犯ブザー﹂を青少協大 山子が稲穂を守っていました︒
笑顔と喜びに応えてくれる松寿会
︵大沢児童館 柏原利昭︶ 沢支部より寄贈させていただきま
︵北本義利︶
の皆様方の表情には︑﹁大沢しあ
した︒
わせクラブ﹂の名の通り︑温かさ
○今後︑防犯カメラの設置も検討
と優しさ︑そして包容力に満ち溢 安全・安心のまちづくり
していきたいと思っています︒
ふれていました︒﹁今を生きる今 ︱子供たちの安全確保︱
○これまでも﹁こども１１０番
が一番幸せ︒﹂という実感を︑プ
青少年を守る店・守る家﹂にお世
レーを通じて︑次の世代へ投げか
話になってきましたが︑町内みん
けてくれるようでした︒小中の両
なでお互いに声を掛け合うことが︑
校長︑教頭先生方も参加され︑子
最大の抑止力になります︒
供達と心に残る楽しいひと時を過
︵青少協大沢支部 北本義利︶
21

11

９月に長田区で悲しい事件が発
生しました︒
我が町内では︑安全・安心のま
ちづくりに向けて取り組んでいた
だいていますが︑一層のご協力を
お願いします︒
○子供たちの登下校時における見
守りやあいさつ運動を！
農作業時や犬の散歩時等︑見守
りをよろしくお願いします︒
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