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 ２月２日(日)に神戸小学校において神戸地区人権講

演会（神戸地区人権草の根推進会議主催、神戸地区住民

自治協議会、三重県、伊賀市共催）が開催されました。

今年は、へこたれへん『人はきっとつながれる』との演

題で講演を松村
まつむら

智
さと

広
ひろ

さんにお願いし、当日は、地区内外

から２４６名の人に参加をいただきました。 

智広さんは、１９５７年 三重県伊賀市に生まれ、立

命館大学文学部（英米文学専攻）を卒業後、三重県伊賀

市内の中学校教員になられ、その後、三重県人権センタ

ー 調査研究員、（公財）反差別・人権研究所みえ主任研究員、三重県教育委員会人権教育課長、

伊賀市立大山田中学校の校長を勤め、2018 年 3 月に定年退職され、同年 8 月には、息子さんとコ

ンビを組まれ、コンビ名『親子どん』で Ｍ１グランプリ「大阪」大丸心斎橋劇場へ出場、残念な

がら１回戦で敗退。 現在は、ライトピアおおやまだ(隣保館)の館長として勤務する傍ら、みえ人

権教育・啓発研究会 代表、三重県人権大学 講師、いじめ問題相談員をされておられます。 

 主な著書として、「『同和』教育する人、この本とーまれ！」から「へこたれへん」まで合計６

冊を出版され、雑誌「部落解放」や「ヒューマンライツさ」（解放出版社）、「解放教育」（明治

図書）等に論文を多数投稿されておられます。また、数多くの、同和問題啓発映画やビデオに出演

されておられる、見た目は普通のおじさんですが、多彩な経歴をお持ちの講師です。 

当日お話しいただいた演目は、①変形性股関節症 ②優先座席・オヤジ狩り ③タクシー ④ス

プーン VS 参事＆議長 ⑤数字で表すことができない学力 ⑥生活の現実から深く学ぶとは ⑦今、

ここにある実態 ⑧心もよう ⑨台風の目 ⑩ヒヤシンス・十姉妹・金魚 ⑪価値観の転換 ⑫残

す回転 VS なくす回転 ⑬“私が大人になったとき”、お話しの内容は実体験を基にされて説得力

と M1グランプリ出場の話術で、笑いあり、涙ありの、あっと言う間の 1時間 30分でした。 

 当日は、神戸小学校児童と神戸保育所の子どもたちが作成した人権ポスター展と人権パネル展も

同時に開催いたしました。 
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女性部会は 2月 23日（日）「音語り」を神戸神社参籠所をお借りし開催いたしました。 

「音語り」とは民話に鍵盤楽器を合わせ物語をより豊かに表現することです。 

この日、会長 福嶋吉久と女性部部長 相賀律子の挨拶の後、拍子木の響きの中を狂言の語り口調で

登場した、語り担当の火風水（ひふみ）氏、その後に演奏担当の柔らかな雰囲気でユーモアがある

ダニエル・フォルロー氏が登場されました。始まりはダニエル氏の「さくら・さくら」と「荒城の

月」の同時演奏、次に伊賀の民話「こじょろうぎつね」、美濃の民話「あほろくの川だいこ」2話の

音語り、ダニエル氏の故郷チェコ共和国の「モルダウ」と自作曲「あさがお」が演奏され、最後は

神戸神社にも大変つながりのある「八
や

岐
またの

大蛇
おろち

」を披露されました。 

 特に「あほろくの川だいこ」では荒れ狂う川の中で村人たちに知られる為に必死になって太鼓を

打ち鳴らし続けるあほろくの姿が目に浮かび、語り口調、動作、音により臨場感と緊張感が強く、

映像では感じられない想像を体験しました。 

 今回は地区内外から９０名の方がご参加くださり、音語りに聞き入られ楽しまれていました。 

今、心配されている感染問題もありましたが出来る限りの感染対策を行い実施いたしました。また

皆様に感染予防のご協力を頂いた事をお礼申し上げます。 

女性部会の中で大きなイベントが大盛況で終了した事を嬉しく思います。 （女性部広報担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月７日（金）に神戸地区住民自治協議会役員 

や協力員さん合計 15名にて「神戸小学校学校 

周辺の環境整備」を実施していただきました。 

当日は３班に分かれて作業を行い。 

・メダカ池の老朽化した木枠の更新。 

・令和２年度から使用を再開する学校西側の 

坂の周辺の整備（溝掘り）等。 

・運動場東側に設置された砂場を多目的室前へ 

重機を持ち込んでの移設（枠更新含む）作業。 

普段手が届かない部分の作業ですので大変な 

部分もあったのですが一生懸命汗を流して頑張 

っていただき、有難うございました。 



神戸地区地域運行バス「かんべ北斗号」情報     
 

 

週１回の運行が、毎週火曜日、金曜日の２回運行になり 

西・東ルートとも１往復の午前中の運行になります! 

セイムス伊賀青山店を停留所に新設します! 

青山地区もフリー乗降制になります! 

Ａコープでのお買い物時間を４３分⇨４８分（５分延長）します! 
 

「かんべ北斗号」の運営主体である「神戸地区地域

運行バス運営協議会(神戸地区住民自治協議会、支え

合いネットワーク協議会など各種団体等で構成)」

が、令和３年４月からの本格運行に向けて運行の改

善を検討してきましたが、この４月３日(金)から下

記のように運行を変更することになりました。 

「かんべ北斗号」は、一昨年７月に試験運行を開始

後、多くの方々にご利用いただき、現在利用者数は横ばい状況となっています。特に、

西・東ルートとも午前の便に比べ、午後の便の利用者が少ない状況にあります。 

そうしたことから、昨年ご協力をお願いしました利用者や「いきいきサロン」の方々へ

のアンケート調査結果や利用状況及び採算などを考慮して、より利便性を向上する変更

を行いました。 

今後、変更後の運行状況の検証を経て、来年４月の本格運行を目指したいと考えていま

す。そのためには、いま以上に多くの方々に利用していただかなければなりません。今

度とも「かんべ北斗号」をお買い物や通院などの皆さんの足として、せいぜいご利用い

ただきますようお願いいたします。 

 なお、変更後の時刻表は、本日伊賀市広報と同時配布します「かんべ北斗号運行時刻表」

をご覧ください。 

 

 ●４月３日(金)からの運行の変更項目概要 

区 分 ３月３１日(火)までの運行 ４月３日(金)からの運行 

運行便数 １週間１回火曜日運行 １週間２回火・金曜日運行 

運行回数 各ルート２往復 各ルート１往復(午前中の運行) 

停留所      ━ 「セイムス伊賀青山店」新設 

運行時間 8時 16分～17 時 10 分 

買物時間Ａコープ 43分 

8時 36分～12 時 55 分 

買物時間Ａコープ 48分(5分増) 

フリー乗降制 国道を除く神戸地区内 青山地区に拡大 

国道を除く神戸・青山地区 

 

【お問合せ】 

 神戸地区市民センター       38-1300   ㈱キタモリ乗合事業部      38-1524(代) 

かんべ北斗号、４月３日(金)から運行が変わります! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 の 主 な 予 定 

日 時 内 容 場 所 

３月 ２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１２日(木) 
 

9:20～ 

19:30～ 

上野南中学校卒業式 

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 

上野南中学校 

神戸地区市民センター 

３月１３日(金) 13:30～ 住民自治協議会役員会 神戸地区市民センター 

３月１８日(水) 9:30～ 神戸小学校卒業式 神戸小学校 

３月１９日(木) 13:30～ 神戸公民館サークル清掃及び連絡会議 神戸地区市民センター 

３月２３日(月) 
13:30～ 

19:30～ 

いきいきサロン代表者会 

住民自治協議会運営委員会 
神戸地区市民センター 

３月２４日(火) 
10:00～ 

19:30～ 

神戸保育所修了式 

神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 

神戸保育所 

神戸地区市民センター 

３月２６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(農産物直売所)  ３月７日(土)です！！ 
 

★午前 9時 00分～10時 00分   JA神戸ふれあい店前 

★午前 10時 15分～10時 45分   朝日ヶ丘町公民館前 

★午前 11時 00分～11時 30分   きじが台地区市民センター前 

伊賀市農業委員（神戸・比自岐地区）伊賀市農

地利用最適化推進委員（神戸地区）候補者募集

（推薦）について 

上記募集を 2 月 13 日(木)に締切ました。応募し

ていただいた皆様有難うございました。 

2 月 14 日(金)神戸地区住所民自治協議会役員会

にて審議と投票を実施いたしました。 

農業委員には 1名の応募が有り、審議の結果、反

対者無にて、木下賢一氏(比土)を比自岐地区と調

整後推薦させていただきます。 

農地利用最適化推進委員には、募集 1 名に対し 2

名の応募が有り、審議後厳選な投票を実施し、森﨑

幹生氏(下神戸)を神戸地区の推薦者と決定いたし

ました。 

令和 2年 3月 2日(月)に神戸地区として推薦させ

ていただきます。任期は令和 2年７月から３年間、

よろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス拡散防止に

ついてのお願い 
１．神戸地区市民センターの対応 

① センター入口扉用起動スイッチの

アルコールでの除菌を実施。 

（午前８時３０分・午後１時の２回） 

② センター職員の窓口業務中のマス

ク着用を実施 

２．市民センター・公民館 利用者様

へのお願い 

① ご利用時は備え付けのアルコール

で手指の消毒をお願いいたします。 

 

神戸地区市民センター・公民館分館長 

井波 鉄郎 

新型コロナウイルス対応の為中止します。 
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