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令和２年度「神戸地区人権講演会・人権パネル・ポスター展」について

「人権講演会」は中止 「人権パネル・ポスター展」は開催
平素は、神戸地区人権啓発事業に、格別のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、例年２月に開催しておりました 神戸地区「人権講演会・人権パネル展」につきまして、
今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、開催を検討いたしました結果、「人権講演会」は中
止とさせていただき、「人権パネル・ポスタ
ー展」は感染症拡大防止対策（３密を避け
る）を徹底する為に以下の通り会場と日時を
写真 令和元年度 人権パネル展
変更して開催いたします。
開 催 日：令和３年１月１６日（土）～１月２２日（金）まで
開催時間：【平 日】午前９時～午後 ５時まで
【土・日】午前９時～午後１２時まで
開催場所：神戸地区市民センター（洋室）
パネル展示内容：「子どもの権利」 「子どもの権利Ⅱ」 「高齢者の人権問題」
「インターネットにおける人権侵害」 「福島差別」の５テーマ
皆様のお越しをお待ちしております。
来所の際は、マスクの着用・手指の消毒・体調がすぐれない方は自粛をお願いいたします。

神戸小学校 地域支援本部事業の活動
令和２年度、第１回目の支援活動として、１１月１７日（火）午前９時３０分～午前１１時３
０分までの２時間、学校周辺の環境整備作業を実施して頂きました。
当日は、天候に恵まれ晴天の中、支援員１１名と福田校長先生が学校周辺の草刈りと、ざら板
（１５枚）の製作に取り組みました。協力頂きました皆様には、ケガも無く無事作業を完了して
いただき有難うございました。次回開催は、令和３年２月頃を計画しております。
皆様のご協力をお待ちしております。

森小場側法面除草

ざら板製作

運動場東側法面除草

※ざら板とは？神戸地区ではスノコをざら板と呼び、児童が地面に直接 長時間 座らないように使います。

神戸地区市民センターの新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策とご協力のお願い
平素は、神戸地区市民センターの諸行事に、格別のご
理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、神戸地区市民センターでも今般の新型コロナウ
イルス感染症拡大に伴い、感染症拡大防止対策を実施し
ております。ご使用いただいた部屋や備品（机・椅子・
スリッパ・下駄箱）ドアノブ・スイッチ等を、エタノー
ル等を使用しセンター職員が消毒作業をしております。
そこで、手指の消毒やマスクの着用以外に市民センタ
ーからのお願い事項が御座います。下記の内容を確認い
ただきご協力をお願い申し上げます。
【目的】靴裏に付着した新型コロナウイルスをセンター
内に持ち込まない為。
①下駄箱使用段の設定、上部３段をスリッパ置き場に、
下部３段を下足置き場といたします。
②使用していただいたスリッパは、棚に戻さないで
下駄箱下の回収箱へ返却してください。

防災・減災クイズ

スリッパ
指定席

下足
指定席

（その５）

神戸地区危機管理委員会
問９．断水時の、給水を受ける際に最も適している物はどれでしょうか？
（１）湯飲み
（２）バケツ
（３）ウォータータンク

問１０．成人男性の 1 日で体内から排泄・放出・蒸発される水分量はどれくらいでしょうか？
（１）１，７００㎖
（２）２，０００㎖
（３）２，３００㎖

※

答えは、最後のページの下部に記載しています、是非チャレンジしてみてください。

令和２年度 自治協事業 中間報告
安心安全なまちづくり（被災後の対応ｽｷﾙ向上）事業
平素は、自治協の活動に格別のご理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、令和２年度の自治協事業といたしまして、キラっと輝け！地域応援補助金事業に応募し活
動を推進して参りました。近年日本は史上最大級の台風、線状降水帯による集中豪雨、南海・東
南海トラフ地震による大規模地震の発生が予測され、対応が急務となっております。
また、行政は 木津川河川改修事業や川上ダム建設を推進していただいており、住民として自
助・共助が求められていると考えます。
安心安全なまちづくり事業のポイントは、①マニュアルの作成講習会や地区内外防災訓練、避
難所開設運営訓練等への参加、②各自主防災会の状況に合致した「自主防災マニュアル」の作
成、マニュアルの内容は５項目（防災・減災マニュアル）（安否確認マニュアル）（避難所運営マ
ニュアル）（新型コロナウイルスに対する避難生活サポート）（施設概要）、③被災直後の汚物処理
「仮設トイレセット」７セットの導入と設置、④「自主防災マニュアル」や「仮設トイレセッ
ト」の周知と運用の以上４ポイントです。
現在の進捗状況は、②「自主防災マニュアル」基本編は作成済です。③「仮設トイレセット」
７セットの導入設置済です。また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、①地区外の講
習会や訓練への参加と、④「仮設トイレセット」の周知活動が不足して
仮設トイレセット
います。今回 本紙面をお借りして皆様に「仮設トイレセット」につい
て説明させていただきます。
・「仮設トイレセット」が必要とされる状況としては、停電や断水、汚
水配管の破損を想定しています。・「仮設トイレセット」は(右記添付写
真を参照)トイレテントと便座を組立て、便座にセットしたビニール袋
の中に排泄し、排泄した物に粉末状の薬剤を振り掛け凝固させ可燃物
として処理する物です。
※令和２年度の活動として、被災建築物応急危険度判定についての講
習会の開催を検討しています。
※令和３年度の活動は、「自主防災マニュアル」や「仮設トイレセッ
ト」未整備の自主防災会への導入、設置活動の推進を計画します。

トイレ
テント

便座

平素は、自治協の福祉活動に格別のご理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、自治会活動・サロン運
営等により安心してご参加いただく為には、参加していただいた皆様の
体調を直近で把握する必要がありますが、各サロンが個別に非接触体温
計を準備するのも難しいとのお声をいただいておりました。
今回 自治協にて、貸出可能な非接触体温計を準備いたしました。貸出は
予約制とさせていただきます。
詳しくは 神戸地区市民センター
合わせください。

８０ｍｍ

貸出可能 非接触体温計について

(TEL) 0595-38-1300 までお問い
４３ｍｍ
(非接触体温計 寸法)

令和２年度 歳末たすけあい募金運動へご協力のお願い
本年もあとわずかとなりましたが、市民の皆様にはますますご
健勝でお暮しの事とお慶び申し上げます。
平素は、共同募金運動につきまして格別のご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
本年度も「歳末たすけあい募金運動」が１２月１日から１２月
３１日にかけて、全国一斉に展開されます。
つきましては、出費多端の折柄まことに恐縮でございますが、
この運動の趣旨をご理解いただきご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

12 月の予定
月日

時刻

行事名

会場

かんべいきいき市

JA かんべふれあい店前 等

13：00～

女性部教養講座（二胡とピアノの演奏）

神戸地区市民センター

12 月 10 日（木）

19：30～

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」

神戸地区市民センター

12 月 11 日（金）

10：00～

神戸地区住民自治協議会 事前打合せ

神戸地区市民センター

12 月 15 日（火）

10：00～

神戸地区住民自治協議会 役員会

神戸地区市民センター

12 月 19 日（土）

9：00～

かんべいきいき市

JA かんべふれあい店前 等

12 月 22 日（火）

13：00～

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」

神戸地区市民センター

12 月 24 日（木）

19：30～

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」

神戸地区市民センター

12 月

5 日（土）

9：00～

12 月

5 日（土）

12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日）の間、神戸地区市民センターは年末年始の休館になります。

かんべいきいき市(農産物直売所)
１２月５日(土) ・ １２月１９日（土）
★午前

9 時 00 分～10 時 00 分

★午前 10 時 15 分～10 時 45 分

JA 神戸ふれあい店前
朝日ヶ丘町公民館前

★午前 11 時 00 分～11 時 30 分
きじが台地区市民センター前
※令和 3 年１月のかんべいきいき市は、お休みさせていただきます。

防災・減災クイズの答え
問９．（３）ウォータータンク
給水場や給水車でお水をもらうとき、受ける 入れ物がないと困ります。
運ぶ途中でこぼれたり、異物が入らないような容器を用意してください。
問１０.（３）２，３００㎖
２，３００㎖（排尿：1，２００㎖ 排便：１００㎖ 呼吸：４００㎖ 発汗：６００㎖）
※失った水分２，３００㎖を補う必要が有ります。人間の体の中では 1 日のうちに 200 ㎖程
度の水分が作られ、残り２，１００㎖の水分を摂取する必要が有ります。

