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北本和美

俳句

ミモザ咲く花に送られ転勤す
根分せし苗は恩師が愛でし菊
海峡を跨ぐ大橋風光る
旅立ちに土を抱かせし菊根分
苗札にダンシャクと書く太く書く
騙されし振りを楽しむ万愚節

三恵子
三恵子
純 子
純 子
弘 枝
弘 枝

ＣＯＰＤと診断されたら
ウォーキングや歌を歌うことも効
①たばこを吸っていてＣＯＰＤ 果的です )
と診断されたら、きっぱり禁煙し
④かぜに注意しましょう
ましょう
お知らせ
②食事に気を配りましょう
ワクチンカーの地域訪問接種
タ
( ン パク 質を 多め に 、バ ラ
を行います。
ンスよく、息苦しいときは食事の
６月 日（水）
時～ 時
回数を増やすことも
)
大沢地域福祉センター
③呼吸筋のトレーニングをしま
しょう
行事予定
口
( すぼめ呼吸、腹式呼吸、
大澤寺の鐘楼が自動装置
の経年劣化により永年作動
しておりませんでしたが、
この度、せっかくの鐘楼で
すので、昔のように毎日６
時、 時、 時に鐘の音が
響き渡るよう改修させてい
ただきました。鐘の音を聞
きながら、心静かに煩悩を
払 っ て は い か が で し ょ う か。
大澤寺 総代

15

17

５／２ 光山だより編集委員会
５／６ 民生児童委員協議会定例会
５／
婦人会定例役員会
５／
自治連合会定例役員会
５／
光山だより配布

29

町民の動き

谷沖

平
叶内

妙子様

誠さん
美輝さんと

おめでた
２／ 上大沢
おくやみ
３／ 日西原

石井はるの様

歳

３／ 中大沢

／上旬 ふれあいグラウンドゴルフ大会
１／９ 新成人へのお祝い

歳

102 85

健康コラム
ＣＯＰＤって知っ
ていますか？
ＣＯＰＤ 慢
(性
閉塞性肺疾患 )
は、以前は「 肺気腫」「慢性気管
支炎」と呼ばれていた疾患をまと
めた新しい病名で、気管支の炎症
や肺の弾力性低下などにより呼吸
機能が低下し、息がしにくくなっ
ていく病気です。
こんな症状はありませんか？
●かぜでもないのに咳やたんが
つづく
●呼吸をするときゼイゼイした
り、ヒューヒューいう
●坂道で息切れを感じる
●たんが粘ついたり、膿が混じっ
たように見える
●朝方に頭痛がする
主な原因は、たばこの煙 日本で
はＣ ＯＰＤの 原因の ％ 以上 が
喫煙によるものといわれています。
ＣＯＰＤが進行するとどうなるの？
●きつい咳が慢性化します
●平地でも、息切れします
●自宅での酸素吸入が必要になり
ます
●外出がしにくくなります
●さまざまな合併症が起きやすく
なります

相談役
東本
晄
相談役
乗井 幹雄
相談役
北本 義利
相談役
高山 壽和
令和４年度主な事業計画

25 19 12

22

31 23

【開室日・開室時間】
月・ 木 ・ 金 曜日：
時 分～ 時
土曜日： 時～ 時 分
【本の紹介】
あたらしい本
◎ 東大ナゾトレ
シーズン２ １～９巻
◎ ホーンテッドマンション
全４巻
◎ 十一ぴきのねこ 全６巻
◎ バーバパパ 全９巻
毎月届いている月刊誌
★ オレンジページ
★ 趣味の園芸
★ きょうの健康
★ きょうの料理
★ すてきにハンドメイド
★ 壮快

絵

新体制スタート
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４／
第 回大沢町戦没者追
平素は大沢婦人会、ＪＡ女性会
悼平和祈念式（名称・内容等変更） の活動にご理解ご協力をいただき
５／ 第 回きたきたまつり 再順延 まして、ありがとうございます。
７／
大沢町クリーン作戦
新年度にあたり婦人会、女性会を
７／
どろんこバレーボール大会 代表しまして一言ご挨拶を申し上
８／
大沢町民盆踊り大会
げます。
８／
精霊流し
去る３月 日、 ＪＡ女 性会 支
９／１ 敬老のお祝い
会長仲前禮子様がご逝去されまし
９／
大沢の里ふれあい運動会 た。あまりにも突然で今だに信じ
／ ・ 第 回大沢町民芸術祭 られず、ご一緒に過ごした日々が
／
ふれあいエコハイキング 思い出されます。心よりご冥福を
お祈りいたします。支会長の任期
を一年残しての事態となり今後の
役員人事につきましてはＪＡ神戸
北女性会のご理解も得まして、令
和４年度は左記のとおり代理とい
う形で努めさせていただきます。
支 会 長代理
大家 睦子
生活部長・会計 大西 直美
役員で助け合いながら一年間頑張
りたいと思います。会員の皆さま、
地域の皆さまにはご支援ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
また、労いや励ましのお言葉をい
ただきまして心より感謝申し上げ
ます。
（婦人会 中原清美）
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17

自治連合会

http://www.ozo.jp

て行きたいと思います。町民の皆
様のご理解、ご協力をお願いいた
します。
自治連合会
大家 重明
新役員 （敬称略）
会 長
大家 重明（上）
副会長
大家喜八郎（上）
会 計
岩形 孝司（日）
総務部会長
小渕 賀也（中）
委員
仲西 章展（上）
文教部会長
松下 重喜（市）
委員
橋本 久壽（中）
委員
北浦 修身（市）
委員
乗本 佳則（簾）
福祉部会長
渕上 正廣（日）
委員
坂井 正和（中）
環境・防災部会長 安井健十（簾）
委員
石井 保行（日）
まちづくり部会長 辻井隆治（神）
委員
大谷 一弘（神）
代表自治会長・監事 石井保行（日）
監 事
橋本 久壽（中）
顧 問
池本 喜和
顧 問
高見 俊雄

14

大沢ふれあいのまちづくり
協議会広報部
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去る３ 月 日の 自治 連合 会新
旧役員会の役員改選において、再
任となりました。その器ではござ
いませんが、改めて会長と言うそ
の重責を認識し精一杯努めて参り
たいと思います。
わが町大沢町では、安心安全ま
ちづくり、農業振興、人口減少対
策、学校園の問題、住民の足であ
る地域の交通対策、空き家・空き
農地対策等、町の活性化に向けて
の課題が多くあります。
今なお感染者の下げ止まりが続
くコロナ禍の中で、地域の皆様が
取り組まれて来られた課題解決の
歩み をさ ら に推 進し 、 近隣 地 域 、
行政、関係諸団体等との連携を図
り、情報の発信に努め、活力ある
大沢を目指し、
大沢らしさを
生かした活動
を、地域の皆
様、役員の皆
様と共に進め

11 10

令和４年度収支予算書 （単位：円）
収入の部
会費・助成金・繰越金他
4,831,000
支出の部
事業費(盆踊り・運動会。芸術祭等) 2,100,000
防火・防犯・土木費（会費・分担金） 40,000
まちづくり推進費(広報・成人祝他）1,304,000
各種団体助成金等（助成・補助金） 550,000
教育関係費 （ＰＴＡ，児童館他）
295,000
事務費・雑費（事務用品、慶弔費他） 203,000
予備費
239,000
計
4,831,000

90

５月号
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第５９８号

令和４年５月号
（４）こうさんだより
第５９８号
令和４年５月号
（1）こうさんだより

第５９８号
令和４年５月号

掲示板

令和３年度もコロナ禍による影
響を受けた中での一年でありまし
たが、主な活動についての報告を
させて頂きます。

上大沢自治会長 仲西章展
今年度から自治会長として大役
を務めさて頂く事になりました。
さて、コロナ渦から２年が経過
し色々と社会環境は様変わりして
きています。また少子高齢化等の
課題もあます。新しい時代に対応
できる快適で安全な生活が送れる
ように、新・上大沢里づくり計画
の推進（農業振興、環境整備、景
観保全、地域の活性化）に取り組
んでいきます。

人事往来 （令和４年４月１日異動） また連合自治会とも連携して事
【定住促進プロジェクト】
各地区自治会長に空き家・空き
業の見直しや、新たな取組みをす
土地の実態調査の依頼。また内見 北区長
金本忠義
すめ地域活性化へと自治会活動を
会を実施すると共に、町内外での
柏木和馬
展開していきたいと思っています。
イベント等で「相談コーナー」を 北神担当区長
皆様のご指導、ご協力をよろしく
設け「大沢里山ぐらし」を紹介し、 まちづくり課地域支援
大沢定住希望者を募りました（空
担当課長
盛田周吾
お願いいたします。
き家は７件成約、他 件交渉中）
担当係長
上畑宏喜
空き家・空き土地・空き農地の啓
中大沢自治会長 坂井正和
発チラシを作成すると共に、新た 経済観光局
農政計画課長
出石直史
今年度より、自治会長の大役を
に空き農地については相談窓口も
開設しました。
生産振興担当課長 森本久仁子 務めさせていただく事になりまし
北農業振興センター所長
た。
船引紀利
コロナ禍の影響も２年が経ちま
建設局
したが、まだまだ収まる気配はあ
北建設事務所 所長 福水一郎 りません。そのような中、集落の
神戸農政公社 （旧神戸みのりの公社） 行事・会議等のやり方も変わって
振興部長
建部勝彦
きており慰労会・懇親会等すべて
無くなってきており寂しく思いま
す。
新自治会長ペンリレー
これからは、コロナとどう付き
合っていくのか、新しい生活様式
を模索しながら地域住民の皆様が、
安全・安心に暮らせるよう努力し
ていきたいと思います。
今後ともご指導、ご鞭撻宜しく
お願い申し上げます。

1

地域事務局

【生物多様性プロジェクト】
【交通プロジェクト】
ふれあいコメづくりひろば・大
本年４月からの地域コミュニティ
沢フェスタに於いてのニッポンバ 交通運行に向けて、関係機関との
ラタナゴの展示、人と自然の博物 協議、運行体制・運行計画の策定
館セミナー・六甲アイランド高校 を行いました。また広く愛称募集
とのフィールド調査、大沢小学校 を行った中から「大沢スマイルバ
３年生を対象にした大沢町に生息 ス」の名称での運行に決定しまし
する絶滅危惧種の授業を行いまし た。４月２日より試験運行を行っ
た。ニッポンバラタナゴ及びバラ ていますが、皆さんで乗って支え
タンチラシ・動植物図鑑のポスター る必要があります。事前登録など
作成の実施。
は必要なく電話予約のみでご乗車
いただけます、また乗車特典もご
【都市との交流プロジェクト】
ざいます。一度乗車してみません
ふれあいコメづくりひろば（田 か
植え編・生き物観察とかかし作り
編・稲刈りと焼き芋作り編・収穫 【学校園プロジェクト】
祭編）、大沢フェスタ（イオンモー
令和４年度就学に向けた取り組
ル神戸北１Ｆさざんかコート特設 み及び地域プロジェクトと学校園
会場）、ふれあいエコハイキング、 との連携した取り組みを行いまし
大沢ふるさと検定、準町民おおぞ た。
うファン俱楽部交流会、どろんこ
バレーボール大会会場での、ひま 【おいしい大沢プロジェクト】
わり・レンゲの植栽を行いました。
スイートコーンはじめ大沢産農
作物の充実をはかる為の活動に取
り組んでいます。
?

大沢町

職員とともに一生懸命頑張ります ささやかでも新生児お祝いの会を で三人です。友達となかよく、た
着任ごあいさつ
大沢小学校長 渡辺真理子 ので、今後ともご理解とご協力を 開催させていただいておりました の し く 遊 び 、『 え が お い っ ぱ い 』
よろしくお願いいたします。
が、新型コロナ、オミクロン株感 の子供に育ってくれることを願っ
この度、大沢小学校
染リスクの為、大安吉日に持参さ て、教育・保育活動をしていきま
長として着任いたしま
せていただきました。
す。
おめでとうございます
した。開校から 年を
ご両親の愛情によって、健やか
地域の宝である幼稚園児、地域
大沢地区
迎える歴史と伝統のあ
に成長されます様お祈りいたしま の幼稚園である大沢幼稚園を、よ
る大沢小学校を引継ぐことに、身 社 会 福 祉 協
す。また、小学校に入学されまし ろしくお願いします。
議会は、北
の引き締まる思いです。
た 名の新入生 には、 入学 式当
（園長 中山 貞二）
豊かな自然に囲まれ、学校への 区 共 同 募 金
日お祝いの図書券を贈呈させてい
愛情や情熱に満ち溢れた地域の皆 の助成金と、
ただきました。大沢町外からの子
消防春の訓練
様に支えていただいているからこ 大 沢 町 民 か
供さん も含めて 名が 、わ が町
そ、子供たちが健やかに成長して ら の 善 意 の
大沢校の生徒として、先生方の愛
令和３年もコロナ感染が収束せ
いる と感 じ てい ます 。 今後 と も 、 寄 付 を 原 資
情あふれる教育と緑豊かな自然に ず、消防団員の市民救命士講習も
ご支援ご協力をよろしくお願いい と し て 、 新
恵まれた大沢町で、すこやかで元 数年延期になっていました。
生児の誕生
たします。
気に育っていかれます様、地域ぐ ３ 月 日 （ 日 ）に 大 沢 校 体 育 館
と新 年生
るみで、応援して参りたいと思い をお借りして、北区救急ボランティ
大沢中学校長
三浦 清司 入 学 を お 祝
ます。
いする制度
ア ５名の講 師により 、団員 名
昨年度より教頭とし
（大沢地区社協 高山寿和） が再講習を受けることができまし
があります
て、大変お世話になり
｡
以前には、
た。
ましたが、この度、校
事故、病等で倒れている方を見
大沢幼稚園入園式
長として着任させてい
かけたら、すぐに救助・救護がで
ただきました、よろしくお願いい
きるような団員でありたいと思い
たします。
ます。
私は、運動が大好きで、保健体
最後に、これから田畑の野焼き
育の教員として、子どもたちとと
をされる方も
もに活動してきました。
おられると思
大 沢は 、 豊か な自 然 に囲 ま れ 、
いますが、必
歴史と伝統のある町で、地域の方々
ず消防署に連
の教育熱も高く、いつも温かいま
絡を入れてか
なざしで子どもたちを見守ってく
ら行ってくだ
れている大沢中学校に勤務できる
さい。
ことを誇りに思っております。教
（北垣正樹）

（２）こうさんだより

來田英志郎ちゃん

古河鷲一郎ちゃん

新一年生

中西慶太朗ちゃん

15

12

15

教育目標「なかよく たのしく
げんきよくー幼稚園大好き、友
達大好き、自分大好きー」
４月
日
（火） なでし
こ組（年少）
に、かわ いい
二人が入 園し
ました。 今年
度は、た んぽ
ぽ組（年長）
一人、み んな
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令和４年５月号
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新生児

1

