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令和５年２月の広報と同時期に各戸配布された伊賀市水害ハザードマップ神戸地区 

（令和５年１月作成）をご自身の目で確認してください。 

１．水害ハザードマップに追加されたポイント(浸水地域と河川)を紹介します。 

１枅川区（比自岐川）２下神戸区（領主谷川）３上神戸区（出屋敷川）４比土区・古郡区（北川） 

２．浸水区域と対象河川の算出の前提のなる降雨量と降雨継続時間 

NO 枅川区 
下神戸 

(領主谷) 

上神戸区 

(出庄) 

古郡区 

比土区 
河川 

降雨量 

(ｍm) 

降雨継続

時間 

1 〇    比自岐川 

644 9h 

2 〇    御代川 

3 〇    滝川・滝川ﾀﾞﾑ 

4 〇 〇   領主谷川 

5   〇  出屋敷川 

6    〇 北川 
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日時：３月２２日（水）午後１時３０分～（上映時間：１１８分） 

場所：神戸地区市民センター 

作品：劇場版「ワンダフルライフ」 

製作：１９９９年 

ジャンル：ファンタジー、ヒューマンドラマ 

監督：是枝裕和 

キャスト：ＡＲＡＴＡ、小田エリカ、寺島進、内藤剛志、他 

ストーリー：死んだ者は自分の中で最も大切な思い出を選び、そ

の思い出を可視化し、鮮明な思い出として再現した後、天国へ行

くという死後の世界が斬新な設定で組み立てられている作品で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害の規模が大きくなれば、伊賀市全域に被害が及び行政職員も被災者になることから、行政が

迅速な対応が出来なくなると考えられます。 

発災直後は自分の命は自分で守る、それが家族の命を守り地域の命も守ることにつながります。 

今回の第３編のマニュアルでは神戸地区危機管理委員会としての避難所開設の 

基本的な考え方を示します。 

避難所は発災直後に守れた命を守り抜き、生活再建の拠点となる所と考えています。 

① 避難所の開設や運営は避難してきた住民自身が行う。 

被災後に生活する場所が自宅から避難所に変わるだけで、原則避難生活は避難者が協力して 

行ってください。また支援（物資・情報）の要請は避難所にて集約し行政に依頼し、行政は依

頼された支援を速やかに避難所へ提供する。 

② 避難所は全ての被災者が支援を受けることが出来る所。 

避難には避難所以外に自宅避難、自家用車避難、親戚知人宅避難、宿泊施設避難等が有ります。

全ての避難者（帰宅困難者も含む被災者）が物資等について支援を受けることができる。 

※避難者登録をしていただき、その登録者数で支援物資等の管理を行う。 

③ 避難所は災害復興の拠点として、被災者の生活再建をサポートする所。 

全ての被災者が情報やサービスを受けることができる 

④ 避難所運営は要支援者、高齢者、女性、子ども、ジェンダーレス全ての人に配慮して取り組む。

また、避難所運営に限らず、自主防災活動はジェンダーレス全ての人が参画し取り組むことで 

有事の際に発生する問題点を事前に対策することができ、安全で安心できる環境を造る。 



 

 

 

 

 

2023 年１月２７日（金）伊賀市ゆめポ

リスセンターで N-１グランプリ in 伊賀城

和２０２２表彰式が開かれ、栄えあるグラ

ンプリに神戸地区支え合いネットワーク協

議会・神戸地区交流の館「北斗の館」運営

委員会が選ばれました。 

Ｎ－１グランプリは、202１年に４市町村

（伊賀市、京都府笠置町、南山城村、奈良

県山添村）の主催で始まり、「自分たちの活

動を多くの人に知ってもらいたい」「活動す

る仲間を増やしたい」という思いを込めた

活動紹介パネルを作成・展示し、地域で活

動する団体をより多くの人に知ってもらい

住民自らが団体を応援する事業で、今回は

２回目です。 

今回は、初参加の７団体を含む１５団体

がパネル出展し、各市町村の会場でパネル

展示とグランプリ投票が実施されました。 

 神戸地区交流の館『北斗の館』は、２０

２１年９月に農協の「神戸ふれあい店」が

閉店されたことにより、その空きスペース

を利活用して「神戸地区を元気にしよう」

との思いから、２０２２年４月にオープン

した憩いの場｢たまり場｣です。 

毎週金曜日に「コミュニティカフェ」を

開き、参加費２００円でコーヒーとお菓子

を提供し、落語や演奏会などのイベント、

講座や映画鑑賞会を開催しています。 

また、第１・第３金曜日には農産物直売

所「かんべいきいき市」を開き、新鮮で安

価な野菜を販売し住民の交流を深める場と

なっています。 

 「北斗の館」を運営するスタッフは、

今回グランプリを受賞して、「びっくりで

す、これからも皆で力を合わせて頑張りま

す」と抱負を語っていました。 

※詳しくは、本紙１頁目上部のＱＲコードから神戸地区住民自治協議会ＨＰをご確認ください。 

応募作品（団体活動紹介パネル） 

岡本市長から表彰される協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し いきいき市 

4月  7日(金) 風鈴コンサート(日向 真) 〇 

4月 14日(金) 茶話会等   

4月 21日(金) 映画鑑賞会「最高の人生の見つけ方」 〇 

4月 28日(金) 茶話会等   

 

 

開 催 日 かんべ陽だまりカフェの催し いきいき市 

3月  3日(金) ピアノ演奏会(的塲麻理子、細川敦朗) 〇 

3月 10日(金) 茶話会等   

3月 17日(金) 笑いヨガ(地区市民センター共催事業) 〇 

3月 24日(金) 茶話会等   

３ 月 の 主 な 予 定 

日  時 内  容 場  所 

３月 6 日(月) 1０:０0～ かんべ元気っ子広場 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月 ７日(火) 1３:０0～ ヨガ教室 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月 ９日(木) 1９:３0～ ヨガ教室 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月１０日(金) 15:00～ 住民自治協議会 事前打合せ 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月１４日(火) 9:20～ 上野南中学校卒業式 上野南中学校 

３月１５日(水) 1５:00～ 住民自治協議会 役員会 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月１７日(金) ９:３0～ 神戸小学校卒業式 神戸小学校 

３月１８日(土) 19:00～ 令和４年度第２回運営委員会 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月２２日(水) 13:３0～ 映画鑑賞会「ワンダフルライフ」 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

３月２４日(金)) 10:00～ 神戸保育所修了式 神戸保育所 

３月２８日(火) 13:00～ ヨガ教室 神戸地区市民ｾﾝﾀｰ 

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。 
お気軽にお越しください!! 

令和 5年 3月の催し 
(開店午前 9時 30分 

～11時 30分) 

ピアノ演奏会 
●3月 3日(金)午前 10時〜 
◎演奏者 的塲麻理子さん(朝日ヶ丘町)                 

※大阪音楽大学卒業 
みえ音楽コンクール 1
位他多数受賞、東京新
聞新人演奏会など出
演、熊本復興支援など
演奏活動を行い、ピア
ノ教室を運営 

◎細川敦朗さん(鈴鹿市) 
※洗足学園音楽大学卒業 
  日本はもとよりイタリア、 
  オーストリア、スペイン、 
  アメリカなど多数の音楽     
  祭、演奏会、TV などに 
  出演 

     笑いヨガ  
 ●3月 17日(金)午前 10時〜 
 ◎講師  藤川直紀さん 
 ※笑いの体操とヨガの呼吸法を 
組み合わせた健康法です。 

令和 5年 4月の催し 
(開店午前 9時 30分 

～11時 30分) 

映画鑑賞会 

●4月 21日(金)午前 9時 30分～ 
◎題名  最高の人生の見つけ方 
◎出演者 吉永小百合、天海祐希他 

風鈴コンサート 
●4月 7日(金)午前 10時〜 
◎演奏者 日向  真さん 
        (京都から比土に移住) 

※世界でたった一人の 
風鈴演奏家。尺八奏者、
作曲家。 
比土に風鈴屋敷「風処」
を構え、伊賀から発信し
ています。 


