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日頃は、自治会活動にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて例年この時期に神戸地区住民自治協議会総会を開催しておりますが、この度の
新型コロナウイルスによる感染拡大防止という観点から、多くの人が集まる例年の総会
を中止し、書面議決に変更いたします。
委員の皆様には事前に資料を配布させていただきますので、ご審議いただき、お手数
ですが令和２年４月１４日必着で、書面表決書を当市民センターへお届けいただきたく
お願い申し上げます。
議案の可否につきましては、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数で可
決とさせていただきます。確認は４月１５日役員会で行う予定です。決定内容については、
次回の「広報かんべ」でお知らせします。何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。

新型コロナウイルス感染防止のため例年
とは異なる形態となりましたが無事にそ
つぎょうの日を迎えることができました。
３月１２日に上野南中学校卒業生７４名、
３月 18 日に神戸小学校卒業生７名、
３月２４日に神戸保育所修了生７名が
先生や保護者の方に見送られて元気に
巣立っていきました。

盆栽教室
月１回第４日曜日
13：30～16：00
初心者でもわかりやすい盆栽の楽しみ方を
教えてくれます

神戸曙句会
月１回第１水曜日
13：00～16：00
紙と鉛筆さえあればスタートできる、１７文
字で作る世界で最も短い詩。

書道クラブ
月１回第１火曜日
9：30～11：00
子供の頃に習っていた方も多いのでは
ないでしょうか。最近は大人になってか
ら書道を習い始める方も増えています

神朝囲碁同好会
年４回第４日曜日
9：30～17：00
親子一緒に楽しめます。
「脳トレ効果」にも期待されています。

神戸大正琴クラブ

パッチワーク教室

月２回第２第４土曜日
20：00～22：00

月１回第２月曜日
10：00～15：30

哀愁を帯びた繊細な音色、初心者にも演
奏しやすい。

パッチワークで手作りの楽しさを
再発見してみませんか。

ふれあいパソコン教室

ハーモニカ教室

月１回第４火曜日
13：15～16：00

月２回第１第３金曜日
9：00～12：00

お二人の講師がやさしく指導
してくれます。

郷愁を感じさせる音色で吹けば吹くほど
奥深さがあります。

自彊術

歌謡曲体操

月４回毎週月 13：30～16：00
月４回毎週水 10：00～11：30

月２回第２第４火曜日
10：30～11：30

日本最初の健康体操、激しい動きがないの
で幅広い年齢層の方が愛好しています。

歌って楽しい体操で体すっきり！
健康体操しませんか。

民謡やよい会
月２回第１第３金曜日
15：00～17：00
伝統楽器の演奏は日本人の心に響きま
す。また地域の心情や風情が楽しめます。
新しい趣味としていっしょに学びましょ
う。

ヨガ教室
昼ヨガ:月１回第４火曜日
13:00~14:30
夜ヨガ:月２回第２第４木曜日
19:30~21:00
心と体に向き合うヨガで美しく、

～令和２年度かんべ元気っ子広場参加者募集～
★開催場所
神戸地区市民
センター 和室

遊びに来て
下さい

★連絡先
神戸地区市民
センター

参加無料

★第一回開催日時

℡
381300

５月１４日(木)10 時～

「子どもは地域の宝、健やかな成長は地域の願い」との思いから、神戸地区住民自治
協議会子育て支援活動「かんべ元気っ子広場」を開設しています。
子育て中のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、
気楽に集える場所、気楽に遊べる場所としてぜひ利用してみてください。
★兄弟姉妹で就園児や小学生がいる場合でも、遠慮なさらずご利用ください。
★当日参加も OK です。

この度は「人・農地プラン」アンケートにご協力をいただきましてありがとうございました。いただきました貴重な
ご意見は今後神戸地域の農業発展に生かしたいと思います。
Q1:現在自分の農地を耕作していますか

回答数

割合（％）

１．耕作していない

46

42

２．自分の農地のみ耕作している

37

34

３．自分の農地以外も耕作している

25

23

４．自分の農地以外のみ耕作している

1

1

Q2:自分の農地の農業は誰に継いでもらおうと考えていますか

回答数

割合（％）

１．家族や親戚

24

36

２．１以外の農業者（例：近所の方、営農組合、農業法人 等）

23

34

３．後継者のめどはついていない

20

30

Q3:現在耕作している農地は今後どうしたいですか

回答数

割合（％）

１．現状のまま維持したい

35

53

２．耕作する農地を拡大したい

2

3

３．耕作面積を縮小し、貸したい、売りたい

8

12

４．耕作をやめ、貸したい、売りたい

10

15

５．分からない

11

17

Q４:農地バンク（農地中間管理機構 等）の活用について

回答数

割合（％）

１．耕作を依頼する場合、直接又は組合を介して農地バンクを利用する

31

47

２．耕作を依頼する場合、知人友人を介しておこなう

7

11

３．分からない

28

42

その他（記入欄より・一部抜粋）

・イノシシが休耕田を荒らしている。地区全体で対策をお願いしたい。
・一部の休耕田をシルバーセンターで年３回草刈りしてもらっているが、支払いが負担になっている。
・急激な少子高齢化で周辺農地が荒廃していく恐れがある。受託組合はこれを解決する受け皿となり得るのだろうか？
・課題として、用水・排水の水路の老朽化による補修や米価に比べて肥料や農薬の価格、米以外の作物への高いハー
ドル等が上げられる。
・農地バンクに土地を預けた場合の、所有者への草刈り、農道補修等の地区の奉仕はどうなりますか。

これまでの地区市民センタ－職員は非常勤嘱託職員として採用されてきましたが、地方公務員法の改正によ
り４月１日から会計年度任用職員として採用となるため、法に定める服務規律が適用されます。つきましては、
下記の内容が変わります。
■令和２年度～

■ ～ 令 和 元年

セ
ン地
職タ区
員ー市
職民
員

度

地
区
市
職民
員セ
ン
タ
ー

市民センター所長兼公民館長
市民センター主事兼公民館主事

市民センター所長
市民センター事務員

職公
員民
館

市民センター事務員兼公民館事務員

社会教育推進員

◆市民センター職員 ２名、公民館活動を支援する社会教育推進員 １名の体制となります。
◆開館時間
令和元年度まで ８時３０分～１７時１５分
令和２年４月１日から ９時～１７時
※皆様には、これまでと変わらぬご支援ご協力の程、宜しくお願い致します。

４月の主な予定
日

時

行 事 名

４月 １日（水）

９：００〜

４月 ６日（月）

場 所

住民自治協議会 会計監査

神戸地区市民センター

１０：００～

神戸小学校 入学式

神戸小学校

１３：３０～

上野南中学校 入学式

上野南中学校

４月 ９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１３日（月）

１１：３５～

狂犬病予防集合注射

神戸地区市民センター

４月１５日（水）

１３：３０～

第一回 住民自治協議会役員会

神戸地区市民センター

神戸地区住民自治協議会 書面総会

神戸地区市民センター

４月１８日（土）
４月２３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（土）

１３：００～

神戸地区戦没者慰霊祭←中止

神戸神社

４月２８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

狂犬病予防集合注射のお知らせ
日時：４月１３日（月）
１１時３５分～１２時０5 分
場所：神戸地区市民センター

駐車場

料金：今年から 200 円増額となります
登録済で注射のみ

3,400 円

注射と同時に登録する場合

6,400 円

か ん べ い きい き 市の お 知ら せ
日時：４月４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
きじが台地区市民センター前

