ご確認ください。
健康コラム
俳句
躾糸解かぬ形見の秋袷
ち が
■歯周病とは
《参考》神戸市ホーム
疎開地で母と頂く零余子めし 澄 子
歳以上で歯を失う原因の４分 ペ ー ジ ： 歯 と 口 の 健
の３は虫歯と歯周病です。
康を守るために
この村は遥かな山と瑞穂の田 正 子
歯周病は歯と歯を支える組織（歯
神戸市ＨＰ： 歳総合健診
晩年の父の愛した秋袷
三恵子
肉や骨）が侵され、放っておくと
歯周病検診のページ
まなうらに若き日の父秋袷
純 子
歯が抜ける恐ろしい病気です。ま
神戸けんしんガイド
た、 全身 の 健康 との 関 連が 深 く 、
糖尿病、動脈硬化症等のリスクファ 市の景観形成重要建築物に指定
スポーツ情報
クターとなり、様々な病気に影響
ー稲生泰一家住宅ー
します。
「歯を磨くと血が出る」
土 蔵や門、 塀を有し 明治 年
９／
大沢町民ゴルフ大会
「歯肉が赤く腫れている」
「歯肉が 頃の建築当時からのかやぶき屋根
於：神戸パインウッズＧ・Ｃ
痩せてきた」 「 口臭が気になる」 を守り続け周辺の田園と一体となっ
優 勝 山中 博司さん
こんな症状があれば歯周病の危険 た風景はかやぶき民家が残る大沢
準優勝 上良 晃弘さん
信号です。
町にあっても貴重であり、周辺地
第３位 幸田 格治さん
痛みなどを伴わず、気が付かな 区の歴史的な景観資源となってい
行事 予定
いうちに進行するので定期的にチェッ ます。
クをすることが必要です。
／１ やまびこ会定例会
■お知らせ
／２ 民生児童委員会
神戸市では、以下のような歯周
／５ 光山だより編集委員会
病検診を実施しております。
／
婦人会定例役員会
※神戸市歯科健康診査 対象：妊
／
自治連合会定例役員会
お
知
ら
せ
婦・満 歳・ 歳・ 歳
／ ふれあいコメづくり広場
☆神戸市市民健診☆
※後期高齢者（ 歳）歯科健康診
既に受診された方もあると思い
稲刈り
査（ 昭 和 年４月 １日～ 昭和
ますが、今年も各地区婦人会で国
／
光山だより配布
年３月 日生まれ）
保対象の方に受診のおすすめをし
／
ＪＡ組合員座談会
① 検査内容：歯周病や虫歯の検
ています。予約表のとりまとめは、
査、後期高齢者のみ口腔機能の検
地区婦人会 役員 に 月 日まで
査あり
にお渡しください。（健診は、
町民の動き
② 実施場所：実施医療機関
月 日ＪＡ大沢 支店で 実施 され
お礼
③ 申込方法：受診券が届いたら
しあわせクラブの皆様通学路を ます）家族のためにご自身の健康 おくやみ
実施医療機関へ直接申込
きれいに草刈りして下さり有難う は自らしっかり守りましょう。こ ９／２上大沢 森井礼子さん 歳
④ 自己負担金：無料
ございました
の機会に是非受診お願いいたしま ９／ 中大沢 小渕和子さん 歳
詳細は、神戸市ホームページを
す。

大沢校
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絵：仲東克子様
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ではありますが、子供たちは、元
気に学校生活を送っています。
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今年はこんな形での
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今年の「おおぞう町民芸術祭」のかたち
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協議会広報部
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中 学校 は６月に学校が再開し、
授業、運動会、音楽会』
４か月がたちました。体育の授業
や部活動以外はマスクの着用、社
小 学 校 は通常通りの学校生活 会的距離を保つことを意識するな
に少しずつ戻っています。しかし、 ど様々な制約がある中ですが、こ
ご家庭での検温や、玄関での体調 どもたちは前向きに学校生活を送っ
チェック、活動前の手洗いは続け ています。
本年度は大きな学校行事である
ています。
教室は、エアコンをつけ換気扇 運動会と音楽会は規模を縮小して
を回し少し扉を少し開けています。 開催せざるを得なくなりました。
マスクを着け、距離が近づきすぎ 運 動 会は ９ 月 日（ 土 ） に 中 学
ないように、また、対面で大声の 校単独で開催しました。音楽会の
会話をしないようにしています。 代わりとして運動会当日の午後に
音楽では、歌の時もマスクを着け、 吹奏楽部の演奏を披露しました。
大きな声にならないようにしてい 練習の甲斐あって演奏後たくさん
ます。給食ではマスクをはずした の拍手を頂きました。また、 月
日（月）、 日（火）に授業で
時には話をしないように指導して
います。このように、感染症対策 作成した学習作品発表会を行う予
で制限の多い中、工夫しながら学 定にしています。
来年は例年通り運動会、音楽会
習をしています。
運動会は「大沢オリンピック」 を幼小中合同でかつ地域の方々と
と称し、 月 日 （ 木） の１ 〜 一緒に盛り上がる行事ができたら
２時間目に幼稚園と一緒に運動場 と思います。一日も早く新型コロ
で実施します。練習時間が少なく ナウイルスの感染拡大の終息を願
てもできる事を計画しています。 う ば か り で す 。
音楽 会 は「 音楽 発表 会 」と 称し 、
月 日（ 金 ） の 公 開 デ ー の 中
で、学年ごとに発表をします。
地域の方に、子供たちの姿を直
接見ていただくことができず残念
13

大沢ふれあいのまちづくり

40

１０月号
発 行

40

31

は、上大沢ふれあい会館にて行な
展示部門
います。
「ふるさとの作品展」として開催
暦の上では秋分も過ぎ、心なし
作品展の出展対象者は、原則と
か日の入りも早まったように感じ して、大沢町民、在勤、通学・通
ます。平素は、大沢町自治連合会 園されている方とします。皆さん
の運営等にご理解ご協力を頂き厚 並びに皆さんのグループ、お知り
くお礼申し上げます。
合いの方にお声掛け頂き、出展頂
さて、前月号でお知らせさせて ければ幸いです。出展応募は個人
頂きましたとおり、「おおぞう町 申込といたします（グループ申込
民芸術祭」は、新型コロナウイル は、個人分取り纏め）
。
ス感染防止の関係により、
「密閉」
新型コロナ禍でありますが、マ
「密集」
「密接」の三密を回避する スク着用、消毒等感染防止対策を
ことは困難と判断し、従来の形で 行ない開催させて頂きます。皆さ
の開催は中止としましたが、芸術 んのご理解ご協力をお願いいたし
祭プログラムの内、展示部門のみ ます。（ 詳細は、折込チラシ参照
の開催を検討し、大沢町の皆さん ください。
）
の芸 術・ 文 化 的活 動の 場と し て 、 「 おお ぞ う町 民芸 術 祭 ふる さ と
「おおぞう町民芸術祭 ふるさと の作品展」へのご来場と出展作品
の作品展」を開催いたします。テー を待っています。
マは、これまでどおり「太陽と緑 皆さんと共に、芸術の秋を楽しみ
人情豊かなふれあいのまち お ましょう！
おぞう」です。開催期間は、感染 （ おおぞう町民芸術祭実行委員会
防止の観点から２日間として
大家重明）
月 日（土）～ 日（日）
、場所
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24
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新米とかかしづくり
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婦人市政懇談会報告
大沢町のイベントでかか
しづくりが実施されました。
私は都合があわず参加でき
ませんでしたが、都市との
交流プロジェクトメンバー
を中心にたくさんのかかし
が制作されました。この素
晴らしい活動にアパレルブ
ランドのＧＡＰも影響を受
けて次回の参加希望の連絡
をいただきました。今年は
新米フェア期間中ファーム
サーカスに試作のかかしを
展示するのみですが、来年は是非
大沢町にＧＡＰの服を着たかかし
をたくさん制作したいと考えてお
ります。その際は皆様ご協力よろ
しくお願いいたします。

今年の秋祭りは？
神付地区
月 日（土）
神事のみ執り行われます
上大沢地区
月 日（土）
宵宮は神事のみ執り行われます
（練込みはありません）
月 日（日）本宮
祭典 だんじり太鼓秋祭り歌奉
納（だんじり巡行は行いません）
献杯 三密を避けて執り行われ
ます
中大沢地区
月 日（土）
家廻りも練り込みもありません
が神事のみ執り行われます
月 日（日）本宮
祭典と獅子舞は神楽上げのみ舞
われます
日西原地区
月 日（日）
祭典のみ執り行われます
簾地区
月 日（日）
神事のみ執り行われます
市原地区
月 日（日）
神事と子ども神輿
（地区内練り歩きはしません）
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はじめとした皆さんのおかげで、
学校園で学ぶ児童生徒に対し、安
全で安心できる勉学の場を提供し
ていただいていることに感謝いた
します。数年前の危機的な状況か
らすれば大きく進展できたと思い
ます。今後も教育委員会との連携
のもと、学校園の発展継続に努め
プロジェクト長会議
今年度、新体制となって最初の ていきます。
会議がありました。学校園と定住
促進を除く他のプロジェクト長が 定住促進ＰＪ
留任されましたので、これまでの
９月 日にプロジェクト会議を
活動の方向性は踏襲しながらも、 開催しました。最近の住民数の減
新たな展開策へのチャレンジをし 少を考え、移住・定住者を受け入
ていき、大沢町の課題解決はもち れるのは大沢町の賑わいを取り戻
ろんのこと、将来に向けた活動の すためにも必要な事業だと思いま
展開に努めていきたいと思います。 す。神戸市でも、農村部に集合住
宅を設置できないか調査している
とのことです。他地域に後れを取
交通ＰＪ
大沢町内における住民の足とな らないよう、定住促進に向けた活
るべくコミュニティバスの試験運 動をしていきたいと思います。
行を重ねてきましたが、いずれも
一般の利用者は非常に少ない状況 バラタングッズ企画中
でした。住民の足を確保するため、
このたび生物多様性ＰＪでは、
頻繁に利用していただけるよう新 大沢町のキャラクター「バラタン」
たな方法を考える必要があります。 によるポロシャツ・Ｔシャツ作成
将来への不安を解消できるように を 企 画 し て い
今後も事業展開を進めていきたい ま す 。 詳 細 は
と思います。
後日報告いた
します。

吉田さんの地域おこしコーナー

10

10

８ 月 日に要望 に対 する 回答
を 頂 き ま し た 。【 道 路 交 通 関 連 】
日西原交差点から市原バス停まで
の歩道に覆いかぶさる樹木の伐採
と傷んだ歩道の補修は、 月末ま
でに実施予定。神付坂側溝の土砂
撤去は実施済。日西原交差点渋滞
解消のための西側の停止線を下げ
る要望は却下されましたが別の機
会に引き続き要望。北六甲から八
多へ抜ける屏風辻宮坂線通行止め
の件は、交渉段階で測量に着手予
定。八多上小名田交差点の支障の
多かった長期の完成形の見えなかっ
た工事についてはやっと完了間近。
免許返納後のコミュニティ交通に
ついては、引き続き実情に合った
形を実現するための支援を要望。
【福祉その他】災害時の避難所運
営について、要支援者の方は一般
避難所以外の施設や宿泊施設に避
難できるような仕組みを予め整え
ておく必要性を要望。高齢の方や
生活弱者の方を支える行政・民生・
地域団体・ボランティア連携でき
る『つながりネットワーク』を要
望。特に地産地消の推進と高齢者
子どもの医療充実を要望。有害鳥
獣対策について被害軽減対策を要
望。防犯カメラの増設要望。必要
な案件について引き続きお願いし
てまいります。 （大家 陽子）

1

26

中国の武漢市で発症した「新型
コロナウィルス」の感染者が 月
６日、日本で最初に確認されてか
ら国内での感染者が増え続け、緊
急事態宣言が発令されてさまざま
な場面で自粛が要請されました。
高齢者の感染は、重症化のリスク
が高いことから 月下旬から実施
されたＧｏ Ｔｏキャンペーンも
高齢者の集団活動が自粛要請され
ました。
このような状況のなかで、しあ
わせクラブでは、４月の定期総会
をはじめほとんどの活動が中止と
なりました。
会員間の交流と親睦をはかるた
めの日帰り、一泊旅行も中止とな
り高齢者の外出機会がほとんどな
くなっています。このため運動不
足によるフレイル状況を予防する
ためにも、感染防止対策を講じな
がらスポーツ活動から徐々に活動
を始めています。
コロナ禍で新しい生活様式が求
められている中で、自分自身の健
康と命を守るための対策をしっか
りしてこの試練を乗り越えましょ
う。
（乗井幹雄）
7

学校園ＰＪ

30

日頃より「大沢っ子応援団」を

26

ロナウィルスという大敵と、しば しあわせクラブ
らくは共存しなくてはなりません。 ＝負けるなコロナ禍に＝
町民の力を合わせて克服しましょ
う。
（安井 健十）

中大沢営農組合

頼もしい若い力
中大沢集落改善組合は、平成４
年に設立以来あと数年で 年を迎
えようとしています。設立時のメ
ンバーは、今も現役としてバリバ
リと活動しています。しかし、年
齢を重ねていますので以前のよう
な体力からは減少しています。
組合の目的や意義を次世代に引
き継ぐためには、若手世代の協力
や参加が必要不可欠です。その為
に、 ～ 代に参加を呼びかけ多
くの若い力が、参加してくれるよ
うになりました。特に、夏の暑い
時期の草刈り作業やとうもろこし
の世話や収穫作業には、重要な
「力」となっています。これから
本格化する秋作業においても同様
です。
このように多くの若い力が組合
活動に参画してくれることによっ
て、組合設立の目的や意義が維持・
継承さていくと確信しています。
（藤井尚志）
40

掲示板

防災情報
トライやるアクションも
含んで

11

11

30

地域事務局

秋の収穫真っただ中、少し涼し
くなってきました。大沢町の皆様、
農作業で御怪我のない様に注意し
て下さい。早速ですが、大沢防災
福祉コミュニティの今後の活動予
定をご報告させていただきます。
直近の活動になりますが、９月
日と 日に大沢中学校２年生が、
トライやるアクションを行います。
いわゆる子供たちが職場体験等地
域活動に通じて、社会の一員とし
て自覚を高める支援です。その学
習に大沢中学校は、土砂災害、水
害に付き学び、地域の危険箇所を
知る為に各防コミリーダーも参加
して、実際に各地区を回ります。
その際もし見かけられましたら、
地域の皆様も暖かい目で見守って
あげて下さい。さて、私達の方も
負けてはいられません。少し先に
なりますが、 月 日に各地区避
難所のコロナ対応開設訓練と避難
所運営防コミリーダー検定を行い
ます。この検定には、各地区の防
コミリーダーと班長に参加して頂
く予定です。過去に経験のないコ
29

大沢町
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