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30 年度「神戸地区文化祭」

子どもたちの見守り・付き添いを１５年
～ありがとうございます 高岡さん伊賀市善行賞 受賞～
伊賀市の広報誌でも紹介がありましたが、比土の高岡佳久さんへ
今年の市の善行賞が贈呈されました。
高岡さんは、１５年以上にわたって神戸小学校に通学する比土と古郡
の児童の登下校の見守りと付き添いを続けられてきました。付き添いの範
囲は比土の里地内の交通量の多い国道４２２号線交差点から古郡地内
まで、雨の日も風の日も特別な用のある日を除いてほぼ毎日、子どもたち
の登下校を見守り続けておられます。
神戸でも数々の役職を務められ責任感の強い人柄で、すでに多くの方から祝福が寄せられていること
でしょうが、神戸地区住民自治協議会でも感謝の意を込めて広報誌で紹介させていただきます。
（先日、お話を伺いました）
―見守り・付き添いをはじめられたきっかけは―
〇平成１３年に池田小事件がおこり比土区でも子どもの安全を守る取り組みについて話し合いがもたれた
ことがあり、いろいろな案が出されたがどれも難しいとのことで、自ら子どもの安全を見させてもらうと申し
出ました。
―見守り・付き添いで大切にされていることは―
〇不審者が出たとの連絡があると緊張しますが、風雨が強い日や雷の日は子どもたちの安全確保が特に
気になっている。交通安全では通学路と神戸大橋との交差点が最も気になっている。
―見守り・付き添いされていることに家族の方は―
〇私が仕事に忙殺されていて児童の登下校の時刻が近づくと、早く行くよ
うに促し協力してくれている。感謝しています。
―１５年間見守り・付き添いを続けられて印象に残っていること―
〇台風の風で子どもが飛ばされそうになりあわてたことやケガをした子を家
で治療したことなど色々ありますが、付き添っていた子が親となって子ど
もを連れて「高岡のおっちゃんや！」と電車で声をかけてくれたことがとてもうれしく印象に残っています。
〇大阪への会社勤めが長く、その間ほとんど地域のことに目を向けることはできなかった。地域のことに目
を向けることができる今、「子どもは宝、何としてでも神戸の子は守っていきたい。体の続くかぎりは続け
ていきたい」と抱負を述べられていました。
今後とも健康にご留意され、高岡さん、よろしくお願いいたします。
文化祭ライスコンテスト優秀賞
永濱 文隆 （上神戸）
板橋 義夫 （枅川）
半田 敏明 （上神戸）

大北 博

文化祭フォトコンテスト入賞者
（下神戸）

中蔵 弘宣 （比土）

優秀賞

稲守 栄作 （上神戸）

岸本 義成 （古郡）

荻田 哲郎 （下神戸）

吉岡 清子 （比土）

糀 勝巳

稲守 克持 （上神戸）

板橋 清文 （枅川）

（古郡）

中出 昌良 （上神戸） 藤本 幹男 （上林）
堀永 信一 （枅川）

最優秀賞 「やった～！」

松本 幸治 （上林）

「北川を舞う」

大北 恵

（下神戸）

藤森 繁信 （古郡）

「中々いい形でしょ」 まるまるサロン（下神戸）
「上林桜並木の蛍」 橋本 悟 （上林）
佳作

「毎日是好日」

中岡 真由美 （比土）

健闘の伊賀市民スポーツフェスティバル
１１月１１日(日)に、第１４回伊賀市民スポーツフェスティバルが開催され、神戸からは、ソフトボール、
バレーボール、ゲートボール、グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフ、カローリングの６種目の競技に総勢
７１名の選手が出場しました。今年は、雲一つない素晴らしい秋晴れの天候に恵まれ、どの競技において
も気持ちよくプレーできました。
当日、神戸市民センター前で早朝７時３０分から出発式がおこなわれ「激励の言葉」に送られて各会場
に出発しました。それぞれの競技で各選手は日頃の練習の成果を充分に発揮して奮闘されました。
団体戦では一喜一憂する熱戦がどの競技でも見られ、カローリングで優勝と３位、ソフトボールで準優勝、
個人戦でターゲットバードゴルフの女子の部で岡上真由美さんが準優勝という素晴らしい成果を収めてく
れました。健闘ごくろうさまです。
当日の奮闘はもちろんのこと、日頃から練習を積み重ねて試合に臨んでいただいた選手の皆様に感謝
いたします。

グラウンドゴルフ

カローリング

ソフトボール

選手宣誓

ゲートボール

バレーボール

ターゲットバードゴルフ

「さざれ石」奉納
天皇陛下在位 30 年を奉祝し、比土の故、
麻田宗良さんと古郡の北森浩貴さんが、神
戸神社の境内に「さざれ石」を奉納されま
した。
11 月 21 日（火）に関係する方々が一
堂に会し、除幕式が執り行われました。

神戸地区市民センター長
を募集します
◆条件 ・普通自動車運転免許証を有する方
・パソコン入力ができる方（ワードによる
簡単な文書作成及びエクセル入力）
・70 歳未満の方
（雇用保険、社会保険加入、月額 154,900 円）
◆採用日 平成３１年４月１日
※応募される方は、平成３０年１２月１４日（金）まで
に神戸地区市民センターまで履歴書を提出してく
ださい。後日連絡を致します。詳細につきまして
は、面接時にご説明します。
《履歴書提出先：神戸地区市民センター》
〒５１８－０１１６
伊賀市上神戸２２０－３
TEL・FAX38-1300

12 月の予定
月日

時刻

行事名

会場

12 月 1 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 2 日（日）

８：２０～

神戸地区総合防災訓練

神戸地区市民センター
各地区公民館

12 月 3 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 8 日（土）

１３：３０～

世代間交流指導者打ち合わせ会

神戸地区市民センター

12 月 10 日（月）

９：００～

支え合いネットワーク先進地視察

兵庫県宝塚市西谷地区

12 月 11 日（火）

１９：３０～

女性部会

神戸地区市民センター

12 月 13 日（木）

１３：００～

絵手紙教室

神戸地区市民センター

１９：３０～

ヨガ教室

神戸地区市民センター

１０：００～

住民自治役員会

神戸地区市民センター

１３：３０～

神戸地区世代間交流会

神戸小学校

１５：３０～

神戸地区人権草の根推進会議役員会

神戸地区市民センター

12 月 16 日（日）

１４：００～

女性部寄せ植え講習会

神戸地区市民センター

12 月 25 日（火）

１３：００～

ヨガ教室

神戸地区市民センター

12 月 27 日（木）

１９：３０～

ヨガ教室

神戸地区市民センター

12 月 14 日（金）

12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）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１日(土)・１５日（土）
★午前 9 時 00 分～10 時 00 分
★午前 10 時 15 分～10 時 45 分
★午前 11 時 00 分～11 時 30 分

JA 神戸ふれあい店前
朝日ヶ丘町公民館前
きじが台地区市民センター前

