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令和２年度第１回運営委員会開催
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、さまざまな活動の延期や中止のお知らせを
させていただいております昨今ですが、当自治会では 6 月 19 日、今年度１回目の運営
委員会が開催されました。今年の住民自治協議会事業や活動について、参加者及び関係
者の健康と安全を最優先に考慮しながら検討されました。
◆福祉部会

友愛の集い(形を変えて実施)、世代間交流、かんべ元気っ子広場等の事業について
は情勢を勘案して実施 ・6 月 27 日役員会、7 月 10 日部会で詳細検討

◆健康スポーツ部会 スポレク祭(中止)、地区体育祭（形を変えて実施）
・７月 17 日部会開催

◆産業部会 いきいき市の推進、視察研修は情勢をみて実施
◆教育文化部会 神戸地区文化祭（形を変えて実施を検討）
・7 月 27 日部会開催

◆生活安全部会 簡易トイレ、テントの講習会、自主防災組織ﾘｰﾀﾞｰ研修・9 月 26 日部会開催
◆女性部会

情勢をみて 12 月に世代を超えた音楽鑑賞会 ミニコンサートの実施を検討
7 月 16 日部会開催

トイレットペーパー
備蓄の呼びかけ！

大規模災害の際には様々な物資の
不足が問題となり、生活に必要不可欠
なトイレットペーパーの不足が深刻な問
題となってきております。
トイレットペーパーの約 40％が巨大
地震で大きな被害が懸念されている静
岡県で作られているため、工場が大き
なダメージを受けるようなことがあれ
ば、生産量が激減して全国的にトイレッ
トペーパー不足が続くことにつながって
いきます。

「備えあれば、憂いなし！」
そこで、少なくとも 1 か月分の備蓄を各
家庭で実践されることをお勧めします。
神戸地区住民自治協議会
危機管理委員会

★ふれあい・いきいきサロンは、身近な地域で高齢者など当事者とボランティアが協働で企画
し、内容を決め、共に運営をし、見守りや介護予防、健康の維持向上をめざす仲間づくりの場
です。伊賀市全体では２４１か所(R2.4 現在)ありますが、そのうち神戸地区内では２１カ所
のサロンがあります。３月から５月は殆どのサロンがコロナの影響で休止しておりました。６
月に入りようやく再開し始めたサロンの一部を紹介します！

上小場★いきいき向日葵会★ 代表 上田 君代さん
開催頻度
開催拠点
参加人数
参 加 費
Tuki

毎月第２水曜日
年間１２回

〇サロンをして良かったこと困ったこと
今回は茶話会だけの開催であったがコロナの影響で久しぶりの開
上小場公民館
催で話がはずんだ
〇サロンの目標や改善点
7～10 人
一人最近体調が優れず参加できなくなったので、会員数の減少防
会費 300 円/月 止のため種々なことを考える必要がある。
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
ただ大人しく、緊急事態解除を待ちました。

上小場いきいき向日葵会
令和２年 6 月 10 日

三密を
保っ
て！！

丸山小場★まるまるサロン★
開催頻度
開催拠点
参加人数
参加費
Tuki

開催日 6 月 10 日

代表 五舛出裕美さん 開催日 6 月 12 日

〇サロンをして良かったこと困ったこと
毎年継続して取り入れているものが多いが、マンネリ化することな
丸山集会所
く毎回楽しく取組めている。時間通り来れないとき心配したり気遣
う場面も多くみられる。毎回集まると話に花が咲き楽しみにされて
8～10 人 ｽﾀｯﾌ 4 人
いる。
会費 300 円/月 〇サロンの目標や改善点
参加人数が減ってきている。年齢層にも開きがあり活動内容にも工
夫が必要である。
お生花と昨年
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
制作した瓢箪
３密を守りマスクの着用、手の消毒、食事会はやめて、体調の悪い
でお出迎え
人は参加を控える。
毎月第 1 金曜日
年間１２回

アルコール消毒液など
設置されています
今日は皆
で雨の中
庭の手入
れ
皆で椎茸
栽培
朝顔も植えました！

★サロン平成★

大北小場
開催頻度
開催拠点
参加人数
参 加 費
Tuki

代表

大北 源さん

開催日 6 月 11 日

皆さんの都合の良い日で
調整する。年間１２回

〇サロンをして良かったこと困ったこと
季節の野菜のこと、雑談の中でのニュースなど情報交換の場
平成会館
となっている。出張講座の先生方とのコミュニケーションが
10～11 人 内ｽﾀｯﾌ 1 人
とれ参加者同士の親睦も深まり次回開催が楽しみだ。
食事会時 500 円/1 回 〇サロンの目標や改善点
細々と続けていけるよう、また会員の皆さんに楽しんでもら
年会費 1,000 円
えるよう意見を聞きながら進めていきたい。
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
感染対策をとりながら、休むことなく４月も５月も開催した。
楽しい
会話が
はずみ
ます

赤い鳥居さんの
角を曲がると、
大北平成会館

🎵

庄田小場★庄田いきいきサロンやよい会★ 代表 川﨑冨美子さん

開催日 6 月 12 日

皆さんの都合の良い日で
調整する。年間１２回 〇サロンをして良かったこと困ったこと

開催頻度
開催拠点
参加人数

庄田公民館

参 加 費
Tuki

会費 300 円/月

7人

身近な地域で楽しみや生きがい、誰もが気楽に集い誰でも参加
できる地域交流の場である。
〇サロンの目標や改善点
もともと戸数が少ない地域ですが、最近会員数は減少傾向で
す。少人数でも出来るだけ細く長く続けていきたい。
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
稲森縫之助先
１回はお弁当を配って、安否の確認をした。
生作の替え歌
「神戸唱歌」
の額と庄田地
区の絵画

食事
の後
のﾃﾞ
ｻﾞｰﾄ

古市場小場★古市場ふれあいいきいきサロン★

開催頻度 毎月１回年間１２回
開催拠点

公民館、公園、河川敷など

参加人数

8～10 人

参加費
Tuki

年会費 3000 円

青葉若葉の下、
下神戸橋河川敷にて。

代表 古濱 清夫さん

開催日 6 月 16 日

〇サロンをして良かったこと困ったこと
安否確認が出来、家に引きこもりがちな高齢者が積極
的に参加できる。
〇サロンの目標や改善点
全員のニーズに合わせる事案がむずかしい。全員が高
齢化し世話人が居なくなった。次世代に声をかけサロ
ン活動に関心を高めて後継者育成に努める。
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
４月は密を避けて、お弁当を持ってお花見に行きまし
た。5 月は休み。

上林区★上林カフェ

さくら★ 代表 福井 清孝さん

日

開催頻度

毎月第２土曜日

開催拠点

上林公民館

参加人数

30 人 ｽﾀｯﾌ 6 人

参 加 費
Tuki

会費 100 円/1 回
En
00 円/月

開催日 6 月 12 日

〇活動内容
毎月カフェさくら通信を回覧してもらい土曜の午後 2 時間程
度開催します。毎回忍にん体操とこけっこ指体操からはじま
り、出前講座やスタッフで考案した脳トレ、カラオケ、色紙作
りに取組んでいる。手作りのお菓子とコーヒーでひと息つき
会話も弾みます。今月は各お家に咲いたお花を持ち寄ってオ
アシスに活けました。
〇コロナ期間中の開催に工夫されたこと
感染拡大が日に日に増し不安の日々を送る中、3 月は手作り
の桜餅を折り紙で折った箱に入れて脳トレやマスクの作り方
などを添えて会員様に届けました。4 月に入りマスク不足が
報道される中、スタッフでミシンを持ち寄りマスクを 60 個
あまり作りました。手紙を添えて会員の皆様に届け、大変喜ば
れました。
これからも会員様に喜んでいただけるよう、３密を避けてス
タッフで相談しながら開催していきたい。

手作りの
マスク

今日はオアシスに
お花活け。出来上
がったよ！

折り紙で作った箱に桜餅を
入れてお届けしました！

政府より布製マスクがすでに配布されているかと思いますが、神戸地区住民自治協議会で
は布製マスクが不要な方からご寄付をして頂き、必要な方に再配布をする活動を行います。
ご寄付を頂きました布製マスクは学校や近隣の施設などに提供したいと考えております。
ご寄付のご協力をお願いいたします。
募集期間：令和２年６月２２日（月）～令和２年 7 月３１日（金）
神戸地区市民センター内の寄付箱、または郵便受けへ
７月の行事予定
７月
７月

日

時

行

事

名

場

所

3 日（金）
６日（月）

13：30～
9：00～

地域運行バス運営協議会 役員会
肺がん検診・結核検診

神戸地区市民センター
神戸地区市民センター

７月 9 日（木）
７月１0 日（金）

19：30～
13：30～

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」
地域運行バス運営協議会

神戸地区市民センター
神戸地区市民センター

木津川改修工事推進期成同盟会総会(書面)

７月１5 日（水）
７月１5 日（水）
７月２8 日（火）

13：30～
13：00～

住民自治協議会 第４回役員会
神戸公民館自主事業「ヨガ教室」

神戸地区市民センター
神戸地区市民センター
神戸地区市民センター

７月 30 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

かんべいきいき市は

７月４日です。

9：00～10：00 ＪＡ神戸ふれあい店前 10：15〜10：45 朝日ヶ丘町公民館前
11：00〜11：30 きじが台地区市民センター

