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３月６日（火）産業部では地域の特産品作りを目的に伊

賀農業改良普及センターの市川昌樹様のご指導により「こ

れからのにんにく栽培管理について」と題して第二回講習会が開催されまし

た。前回受講者をはじめ１７名の参加者が下神戸や比土の畑３か所を視察

し、６月の収穫に向けて今後の栽培管理の注意点などを教わりました。 
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３月８日に上野南中学校卒業式、

３月１6 日に神戸小学校卒業式、

３月２３日に神戸保育所修了式

がそれぞれ行われました。先生や

保護者の方、地域の方に見送られ

元気に巣立っていきました。 

上野南中学校 卒業生

６７名 

神戸小学校 卒業生 

６名 

神戸保育所 修了生 

７名のみなさん、夢に向

かって羽ばたいて下さ

い！ 

平成 30年度神戸地区住民自治協議会総会が下記の日程で開催されます。 
当日は神戸地区自治功労者表彰が行われ、平成２９年度事業報告・決算報告、平成30年

度役員の選出及び、事業計画(案）・収支予算(案）等が提案され審議されます。 
各委員の皆様にはご多用の折、誠に恐縮ですが万障お繰り合わせの上、ご出席くださ

いますようお願いいたします。 

《日 時》 ４月１４日（土）１９：３０～ 

《場 所》 神戸地区市民センター（和室） 
◆総会終了後、各部会に分かれて部会を行います。 
なお、当日の駐車場は、神戸地区市民センター及び長谷川鈑金にとめていたただきますよう
お願いします。 
※この総会は神戸地区のどなたでも出席していただけます 

神戸地区住民自治総会のご案内 

第２回にんにく栽培講習会 



 

  

←滋賀県米原市大野木地区（後ろは伊吹山） 
                   

３月２日(金)に神戸地区支え合いネッ

トワーク協議会の委員を中心として２１

名で、滋賀県米原市の「大野木長寿村まち

づくり会」に視察研修に行ってきました。

｢大野木長寿村まちづくり会｣は平成２３年に少子高齢化が進みつつある大野木地区の高齢者支援を

目的に、民生児童委員経験者と区長経験者の７名で立ち上げた非法人の会社組織が発端です。その後、

毎年の事業の検証を繰り返す中で、高齢者だけでなく子どもや生活困難者まで支援していく組織にな

り、平成２８年に一般社団法人になりました。この年に、会の活動

が全国的に先進的であることにより総務大臣表彰を受けています。 

会の事業は主に有償のボランティア活動であり、具体的には｢イ

ンクル出前｣「要支援対応」「ふるさと郵便」｢高齢者支援訪問事業｣

「子ども食堂」「借り貸し農園」「送迎支援」「認知症予防教室」な

ど８つの事業をおこなっています。「地域の課題は地域で解決（小さな新しい公共）」を会の基本理念

におき、「ちょっと元気なお年寄りが困っている人を支援する」を合言葉に皆さんが日々知恵を絞り

ながら活動されていました。当日は、活動の説明の後、神戸地区の参加者からも多くの質問が出され、

帰りのバスの中では「日頃の支え合い活動での課題が解決できるのでは」との会話がなされるなど、

とても有益な研修になりました。「大野木長寿村まちづくり会」の方々は、かなり高齢の方もいるので

すが、会の活動が生きがいとなっているのか、名称どおり皆さんとても若々しくエネルギッシュな感

じで、役員を最低１０年は引き受けるとの決意して始めたが１５年に延長すると言っておられたのが

印象に残りました。 

 

 

神戸地区受託組合の設立総会が３月９日（金）に開催されました。神戸地区受託組合は神戸地区内

で農地（田や畑）を引き受けて耕作している方の組合です。今までも、農協に依頼された農作業を受

託するための受託組合はありましたが、近年の高齢化・産業構造の変化により農地を委託される方が

増えてきています。そのため、神戸地区全体で農地の保全をおこなうため耕作放棄地をなくし、農地

の受委託に関する環境づくりを進めるために、受託組合を発展解消し神戸地区受託組合を設立するこ

とになりました。新たに設立された組合では「農地の受委託の調整」「農地の賃貸借に関すること」

「農地の集積配分の調整」「新たな担い手の育成」「農作業の技術向上に関すること」等の事業をおこ

なっていく予定です。また、神戸地区「人・農地プラン」（神戸地区内での農地の受委託の全体像を表

したもの）をさらに拡大推進し、神戸地区の受委託に関する話し合いを進

めていこうと考えています。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。  

 

なお、神戸地区受託組

合の事務局はＪＡ神戸

ふれあい店（ＴＥL-38-

1331）にあります。つ

きましては、農地、農作業の受委託の申込

は従来通りＪＡかんべふれあい店にお願い致します。 

 

神戸地区ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会先進地視察  報告 

神戸地区受託組合設立総会開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０年度公民館サークル教室
盆栽教室

創り、育て、飾ることが楽しめる盆栽。

葉が芽吹くだけでも幸せな気持ちになれます。

・月１回第４日曜日 13:30〜16：00

神戸曙句会

世界で一番短い自然を詠む詩。心の安らぎを俳句で
感じてみませんか！ ・月１回第１水曜日 13：00～
16：00

パソコン教室

パソコンの事を全く知らない、パソコンはあるけど使いこ
なせない方、やさしい講座でどなたでも学んでいただ
けます。・月１回第３金曜日 13：30～16：00

囲碁教室

心身ともに元気を保ち、囲碁を趣味と
される方どなたでも囲碁の楽しさを教
えます。・年４回第４日曜日 9：30～
17：00

ハーモニカ教室

誰でも子供のころに吹いたことがある
楽器です。その音色はもの寂しくどこ
か懐かしい。人の心を揺さぶる素晴ら
しい楽器です。・月２回第１第３金曜
日 9：00～12：00

自彊術

日本で最初に日本人によって作り上
げられた治療と健康のための体操で
す。場所も器具もお金もかからない誰
でもできます。一度体験してみません
か。

・毎週月曜日 13：30～16：00

パッチワーク教室

大切にとっておいた布たちに新たな息吹を
吹き込んで大作になる日を夢見てチクチク。
柄と柄を組み合わせる面白さやかわいいデ
ザインにワクワクしながらパッチワークをいっ
しょにしませんか。・月１回第２月曜日 10：
00～15：30
•

書道教室

小筆で書くかな文字は女性の憧れの的。平
安時代より続く日本文化の基礎と言えるでし
ょう。ゆったりと悠久の時間をすごしませんか。

•月１回第１火曜日 9：30～11：00

ヨガ教室

女性のココロとカラダを整える。

年齢を問わずだれでも無理なくできるやさしいレ
ッスン。いっしょにやりましょう。

•昼ヨガ 月１回第４火曜日 13：00～14：30

•夜ヨガ 月２回第４木曜日 19：30～21：00

大正琴教室 昼と夜のクラスに分かれ各年代の近い仲間どうし、月２回のお稽古で
す。繊細で流麗な音色が特徴で、日本人の心に語り掛けてくれる魅力をもっています。
いつでも練習をのぞきに来てくださいね。

・昼の部 月２回第２第４金曜日 9：30～11：30

・夜の部 月２回第２第４土曜日 20：00～22：00

絵手紙教室 野菜や花、季節の行事などを題材に、絵は下手でもかまわない、自分
の気持ちをはがきに込めてあの人へ伝えようと取り組んでいます。

私たちと一緒に伝えませんか、あなたの大切な人に。一度教室をのぞいてみてください。

•月１回第２木曜日 13：00～15：00

歌謡曲体操教室

今年度より始まります！！詳しくは別紙のかんべスポーツクラブだよりを

ご覧ください。



 

３月９日(金)当センターにお

いて２９年度最後のかんべ元

気っ子広場が開催されました。

６組 1４名の親子が参加され、

今回は神戸保育所３歳児（７

名）をお招きし、ダンスや歌を

ご披露いただきました。みんなで自由あ

そびの後、アイアイや春が来た！など歌

ったり人形劇などをして楽しみました。 

最後はお茶会をして今年度の締めくりとしました。 

３０年度も、5 月より開催いたしますので、皆様のご参加をお待ちしてます。 

 

 
神戸地区住民自治協議会では、子育て支援事業として平成 24 年 10 月から 

「かんべ元気っ子広場」を開設しています。 

「かんべ元気っ子広場」は子どもをあそばせながら、親同士でおしゃべりを 

楽しんだり、ゆったりとした時間を過ごせる遊び場です。 

ベビーベッドや遊具等も豊富に揃っています、就学前のお子さんと保護者の方 

なら、どなたでも気軽にお越しください。 

お問い合わせ：神戸地区市民センター ☎38-1300 

 

日  時 行 事 名 場 所 

４月 ５日（木） １３：００〜 自治協会計監査 神戸地区市民センター 

４月 ６日（金）  ９：４０〜 神戸小学校入学式 神戸小学校 

  １３：２０～ 上野南中学校入学式 上野南中学校 

４月１１日（水） １３：３０～ 住民自治役員会 神戸地区市民センター 

４月１２日（木） １３：００～ 神戸公民館自主事業「絵手紙教室」 神戸地区市民センター 

  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 

４月１４日（土）  １９：３０～ 住民自治協議会 総会 神戸地区市民センター 

４月１６日（月） １１：４０～ 狂犬病予防集合注射 神戸地区市民センター 

４月１７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 

４月１９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 

４月２５日（水） １３：００〜 戦没者慰霊祭 神戸神社 

 

かんべ元気 っ子広場通信 

４月の主な予定 

 

30 年度 かんべ元気っこ広場 参加者募集！！ 

日時：４月１６日（月） 
１１時４０分～１２時１5 分 
場所：神戸地区市民センター 駐車場 

料金：登録済で駐車のみ 3,200 円 

 注射と同時に登録する場合 6,200 円 

日時：４月７日（土） 
9 時 0０分～１0 時 0０分 
JA 神戸ふれあい店前 

10：15～10：45 
朝日ヶ丘公民館前 
11：00～11：30 
きじが台市民センター前 

 

狂犬病予防集合注射のお知らせ 
 

かんべいきいき市のお知らせ 
 


