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日頃より、住民自治活動へのご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、例年4月には神戸地区住民自治協議会の定期総会を開催しておりま
すが、昨年と同様に新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、多くの人が
集まる定期総会の開催に替えて「書面表決」に変更します。
住民自治協議会委員の皆様に定期総会資料を配布いたしますので、各議案
についてご審議いただき、令和４年4月14日(木)までに「表決書」を当市民
センターへお届けくださいますよう、お願い申し上げます。
各議案の採否につきましては、提出いただいた表決数に対して賛成が過半
数で可決とさせていただきます。確認は4月15日(金)の住民自治協議会役員
会で行う予定です。結果につきましては、次回5月1日発行の「広報かんべ」
でお知らせします。 何卒、ご理解の程お願い申し上げます。

発 行 日 令和４年４月１日 第１９２号
編集･発行 神戸地区市民センター

（神戸地区住民自治協議会）
電話･FAX 0595-38-1300
E-mail kanb-a15@ict.ne.jp
URL http://iga-kanbe.jp

発 行 日 令和４年４月１日 第１９２号
編集･発行 神戸地区市民センター

（神戸地区住民自治協議会）
電話･FAX 0595-38-1300
E-mail kanb-a15@ict.ne.jp
URL http://iga-kanbe.jp

令和４年度

神戸地区住民自治協議会総会（書面表決）のお知らせ

●第一回開催日時
５月９日(月)１０時より

●開催場所
神戸地区市民センター

「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では子育て支
援活動「かんべ元気っ子広場」を開催しています。
子育て中のみなさんが気軽に集い、遊べる場として
ぜひ利用してください。

の行事予定

😺 参加無料
🐶 入園前の子どもさんと保護者が対象です
😺 第一回目は５月９日（月）に開催し、以降毎月１回開催予定です
🐶 ６月以降の開催日は５月９日に相談のうえ決定します
😺 お問合せ・申込み👉神戸地区市民センターへ📞38-1300
🐶 保護者の方はマスク着用をお願いします（コロナ禍で開催を中止する場合があります）

元気っ子広場では、元保育士や民生委員・児童委員
など５名の方がお世話してくださいます。

日時：４月１１日（月） １１時０５分～１１時３０分
場所：神戸地区市民センター 駐車場

料金：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

＊会場へお越しの際は、マスクの着用をお願いします

狂 犬 病 予 防 集 合 接 種 の お 知 ら せ狂 犬 病 予 防 集 合 接 種 の お 知 ら せ

令和４年度 伊賀市
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春の桜の季節のなかで、子供たちが無事に卒業の日を迎えるこ
とができました。これからの一層の成長を期待したいと思います。

3月11日:上野南中学校卒業生６５名

3月18日:神戸小学校卒業生 １０名

日　　時 行　事　名 場　　所 市県民税 固定資産税 軽自動車税
国民健康
保険税

 4月 1日（金）13:00～  住民自治協議会 会計監査 神戸地区市民センター 全期 5月31日

 4月 5日（火）13:00～ 「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 1期  6月30日  5月 2日  8月 1日

 4月 6日（水）10:00～  神戸小学校 入学式 神戸小学校 2期  8月31日  8月 1日  8月31日

 4月 6日（水）13:30～  上野南中学校 入学式 上野南中学校 3期 10月31日 12月26日  9月30日

 4月11日（月）11:05〜  狂犬病予防集合接種 神戸地区市民センター 4期  1月31日  2月28日 10月31日

 4月12日（火）15:00〜  住民自治協議会 事前会議 神戸地区市民センター 5期 11月30日

 4月14日（木）19:30〜 「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 6期 12月26日

 4月15日（金）15:00〜  住民自治協議会 役員会 神戸地区市民センター 7期  1月31日

 4月25日（月）13:00〜  神戸地区戦没者慰霊祭 神戸神社 8期  2月28日

 4月26日（火）13:00〜 「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 9期  3月31日

3月24日:神戸保育所修了生 １１名



のんびりマイペースで気軽に
取り組める教室ばかりです
空いている時間に好きなサー
クル･教室を楽しみましょう

盆栽教室(盆友会) 書道クラブ

神戸曙句会 神朝囲碁同好会

神戸大正琴クラブ パッチワーク教室

ハーモニカ教室

歌謡曲体操

ヨガ教室

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

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

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」も期待されています

月２回 第２･第４土曜日
20：00～22：00
哀愁を帯びた繊細な音色、初心者
にも演奏しやすい楽器です

月１回 第２月曜日
13：00～16：00
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

月１回 第４金曜日

9：00～12：00
意図した以上の感情が表現できるのは呼吸
を使うハーモニカならではの魅力です

月２回 第２･第４火曜日
９：４５～１０：４５
歌謡曲にあわせて楽しい体操！
身も心もすっきり健康に

昼の部:月２回 第１･第４火曜日
13：00～14：30
夜の部:月１回 第２木曜日
19：30～21：00
心と体に向き合うヨガで楽しく、美しく

サークル･教室に入会したい
人、新しくサークル･教室を
始めたい人大歓迎！！
ご連絡をお待ちしています
☎：38-1300
✉：kanb-c14@ict.ne.jp

令和４年度
サークルと教室のご案内

自彊術(じきょうじゅつ)

月４回 毎週月曜日
13：30～1５：３０
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

.
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ふれあいパソコン教室
月１回 第２火曜日
13：１５～16：00
お二人の講師がやさしく指導
してくれます

民謡やよい会
月２回 第１･第３金曜日
15：00～17：00
伝統楽器の演奏は人びとの心に響きます
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!

月１回 第１火曜日
9：30～11：00
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

『北斗の館』だより

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」
を開催します。ぜひ、お気軽にお越しください。

●５月６日(金)午前10時～11時
◎出演者 爪田家らいむ 他１名
◎関西大学法学部卒業、八光信用
金庫支店長、退職後ユーモアコン
サルタント、落語家「爪田家らい
む」として、また広島経済大学講師
など幅広く活躍中

「みんなで忍にん体操 & 
ミニ健康講話」

●５月２０日(金)午前10時～11時
◎講師 吉本俊美(忍にん体操普
及会代表）
◎日本体育大学卒業、健康運動指
導士、体育教師を経て社会体育の
指導に当たる。現在伊賀市内でイ
ンストラクターなど幅広く活躍中

健康づくり

落語大会

★『北斗の館』が神戸地区の交流の場として４月１日オープン!!

開 催 日 陽だまりカフェの催し いきいき市

４月１日(金) 　オープン記念「尺八と風鈴コンサート」 〇

４月８日(金) 　茶話会など －

４月15日(金) 　映画鑑賞会「男はつらいよ お帰り 寅さん」 〇

４月22日(金) 　茶話会など －

５月６日(金) 　落語大会 〇

５月13日(金) 　茶話会など －

５月20日(金) 　みんなで忍にん体操 ＆ ミニ健康講話 〇

５月27日(金) 　茶話会など －

令和４年４月･５月の催し(毎回午前9:30～11:30開催)

★参加費２００円（コーヒーとお菓子付き）です!!

３月１４日神戸小卒業生が市民センター職員へ感謝の心が込められた
手作りの「ティッシュボックスカバー」を届けてくれました。

ご不要の本をお譲りください

ご家庭でご不要になった、本・雑誌など市民センターにお譲りいただけませんか？
お譲りいただいた本は、目録にして公開し、貸出しをしたいと思います。

【自動通話録音警告機の機能】
電話着信時に「この電話は振り込め詐欺等の犯罪防止のため、会話内容が自動
的に録音されます」と発信者側にアナウンスされます。
振り込め詐欺犯は声を録音されることを嫌うため、犯罪抑止効果が生まれます。

詳しくは伊賀警察署 生活安全課へ📞２１－０１１０

皆様のご協力をお待ちしています。 お問い合わせは神戸地区市民センター📞38-1300へ

伊賀警察署で「自動通話録音警告機」を貸出中❕


