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令和４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」は中止し 「人権パネル・ポスター展」は開催します 
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す 神戸地区「人権講演会」「人権パネル・ポスター展」につ

きまして、今般の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み 開催を検討した結果、「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」だけ感染症拡大防止対策（３密を避ける）

を徹底することで以下の通り開催いたします。 

開 催 日：令和５年１月１７日（火）～１月２３日（月）まで 

開催時間：【平 日】午前９時～午後５時まで 

【土・日】午前９時～正午まで 

開催場所：神戸地区市民センター（洋室・廊下） 

パネル展示内容：「同和問題」「部落差別解消推進法」「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと人権Ⅱ」 

「感染症と人権」の４テーマです。 

  ポスター展示内容：神戸小学校児童と神戸保育所の子ども達の作品 

※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・検温・体調がすぐれない方は自粛を 

お願いいたします。 

第２回「かんべ物産展」を開催します 
◎神戸地区住民の手作り作家による物産展です是非お越しください。 

開 催 日：令和４年１２月９日（金） 

開催時間：午前９時３０分～午前１１時３０分まで 

開催場所：「北斗の館」イベントスペースにて 

企  画：神戸地区住民自治協議会 産業部会 

※予定出展者と出展物 

前山 智子  （枅川）  アクセサリー  

大北 眞由美 （枅川）  編み物 

森岡 稔   （下神戸） 盆栽・小石置物 

土堀 直子  （比土）  布製品 

かんべ 
広報 
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令和４年度神戸小学校 地域支援本部事業を実施しました 
 令和４年度 最終の支援活動として １０月２９日（土）午前８時～午前１０時までの２時間、

学校周辺の環境整備作業を実施しました。 

当日は、天候に恵まれ晴天の中、支援員４名と林校長先生・後藤教頭先生の６名が学校敷地内

の草刈りや庭木の剪定作業等を行いました。今年度協力していただいた皆様にはケガも無く作業

を完了していただきありがとうございました。 

第１回「かんべ物産展」を開催しました 
令和４年１１月１１日（金）午前９時３０分～「北斗の館」イベントスペースにて神戸地区住

民自治協議会の産業部会が企画する 第１回「かんべ物産展」を開催しました。 

今回出展していただいた作家さんは、松本 剛さん（比土）木工品と伊勢型紙、森本 千恵子さ

ん（上林）布コースター、森永 秀博さん（下神戸）木工製品、前山 智子さん（枅川）アクセサ

リーの４名です。（作品は神戸地区住民自治協議会ホームページをご覧ください） 

また、当日は「陽だまりカフェ」も開店しており、多くの方に見学していただきました。 

 

 

 

 

 

（作：松本剛）   （作：森本千恵子）   （作：森永秀博）  （作：前山智子） 

伊賀市民スポーツフェスティバル「カローリング」競技において 

かんべＡチームが優勝・かんべＢチームは第３位に輝きました 
第１８回伊賀市民スポーツフェスティバ

ル「カローリング」競技が令和４年１１月

１３日（日）上野南中学校体育館にて開催

されました。 

今大会には１２チームのエントリーが有

り、かんべスポーツクラブからは２チーム

の６名がエントリーし、各２試合の総得点

にて順位が決定されました。 

 

秋季ハイキング 甲賀市 「油
あぶら

日
ひ

神社
じんじゃ

」へ行ってきました 

11 月１９日(土)かんべスポーツクラブと神戸地区住

民自治協議会の共催で秋季ハイキングが開催され、 

１０名が甲賀市の甲賀忍者と売薬起源の地を訪問しま

した。当日は絶好の秋空の下、油日神社を起点とし阿

弥陀寺（あみだじ）→櫟野寺（らくやじ）→鹿深夢の

森（かふかゆめのもり）→くすり学習館→油日駅→油

日神社に戻る約８ｋｍのコースを歩き、晩秋の一日を

楽しみました。 
櫟野寺の参道にて 

コロナ対策を実施して 優勝カップと賞状を手に 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アライグマ対策研修動画について 
神戸地区内でも毎年アライグマによる農作物への被害が発生しており、捕獲檻を設置しても捕獲

できないとの声をお聴きしています。令和４年３月に 農林水産省からｍａｆｆｃｈａｎｎｅｌ 

（ＹｏｕＴｕｂｅ）にアライグマ対策研修動画がアップされています。 

下記動画を視聴し参考にしていただければ幸いです。 

「アライグマ対策研修動画① アライグマの基本的な生態」・・約１９分 

「アライグマ対策研修動画② アライグマの捕獲方法（基本編）」・・約３９分 

「アライグマ対策研修動画③ アライグマの捕獲方法（応用編）」・・約２０分 

※視聴による通信費用等は視聴者様にてご負担ください。 

『北斗の館』だより 

神戸地区交流の館『北斗の館』は、皆さんの「いこいの場」「たまり場」です。コミュニティカフェ「かんべ陽

だまりカフェ」と農産物直売所「かんべいきいき市」を開店しています。 

令和 4 年 10 月から基本的なコロナ感染防止対策を徹底し、再開して 

おります。お気軽にお越しください!! 参加費 200 円です!! 

令和５年 1 月の催し 
(開店午前 9 時 30 分～

11 時 30 分)

令和 4 年 1２月の催し 
(開店午前 9 時 30 分～

11 時 30 分)

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し いきいき市 

1２月  ２日(金) 大正琴 〇 

1２月 9日(金) 自治協産業部企画展「物産展」  

1２月1６日(金) 映画鑑賞会「老後の資金がありません！」 〇 

1２月2３日(金) 神戸地区ｷﾗｯと輝け「組立トイレ用手摺 PR」  

 

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し いきいき市 

1月  ６日(金) マジックショー 〇 

1月１３日(金) 茶話会等  

1月２０日(金) 講話「新春～祈ること願うこと～」 〇 

1月2７日(金) 茶話会等  

 

講     話 
●1 月 20 日(金)午前 10 時〜 

◎講師 常福寺副住職 中山 和光 

◎演題 初春〜祈ること願うこと〜 

※皆様良くご存じの伊賀市古郡 真言宗豊山派常福寺 

    副住職様の講話です! 

マジックショー 
●1月6日(金)午前10時〜 

◎出演者 マジョンナ 

※ロープや花のマジック等を 通じて、

皆さんが笑顔になることを願っていま

す! 

 当日は、滋賀県からフォークギター演

奏の友情出演があります。    

映画鑑賞会  

●12月16日(金)午前9時30分～ 

◎題名 老後の資金がありません! 

◎出演 草笛光子、天海祐希他 

大正琴演奏会 
●12 月 2 日(金)午前 10 時〜 
◎出演者 琴修会伊賀支部 

朝日ヶ丘教室の皆さん 



令和４年度神戸地区住民自治協議会 「環境美化事業」について 

平素は、神戸自治協の諸事業に、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 前期・後期の２回 小場単位で「環境美化事業」を実施していただいておりますが、 

後期美化事業の時期がまいりました。皆様のご協力をお願いいたします。 

令和４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

勝でおすご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、出費多端の折から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。

【映画鑑賞会】開催のお知らせ  
 令和５年１月２５日（水）午後１時３０分より神戸地区市民センターにて「映画鑑賞会」を開催

します。上映作品は「きのう何食べた？」の予定です。 

詳細は、かんべ広報１月１日号でお知らせします。どうぞご予定ください。 

 

 

 

 

１２月の行事予定 

 

 

月日 時刻 行事名 会場 

12 月 ２日（金） 1３：３0～ 支え合いネットワーク地域会議合同交流会 神戸地区市民センター 

12 月 ４日（日） ８：0３～ 神戸地区総合防災訓練 地内 

12 月 ５日（月） 10：00～ かんべ元気っ子広場 神戸地区市民センター 

12 月 ６日（火） 1３：０0～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

12 月 ８日（木） 1９：３0～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

12 月 ９日（金） 19：00～ 第３回 福祉部会 神戸地区市民センター 

12 月 1３日（火） 15：00～ 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（木） 15：00～ 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 1７日（土） 1４：00～ 寄せ植え教室 神戸地区市民センター 

12 月 2０日（火） 13：00～ ヨガ教室 神戸地区市民センター 

12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）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。 

参加費無料・申込不要 


