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夏本番、今年も各地区で恒例の夏まつり（盆踊り）が開催されます。家族お揃いで出か
けられ、楽しんでみてはいかがですか！！
盆

遊

会

(主催：盆遊会、枅川区)

比土区サマーフェスティバル

◆８月 15 日（日）午後 7 時～
◆枅川公民館多目的広場
◆催し―盆踊り、花火、模擬店(綿
菓子、アイスクリーム等)
抽選会他

(主催:比土体育部、比土区)

◆8 月 15 日（日）午後 5 時～
◆比土多目的運動場
◆催し―盆踊り、屋台(ビール、金魚す
くい、ジュース、ヨーヨー等) 花火、
ビンゴゲーム、うちわ抽選会他

朝日ヶ丘町夏まつり
(主催:朝日ケ丘町自治会)

西方寺盆踊り大会

◆8 月２１日(土)午後５時～

(主催:西方寺、上神戸区)

◆8 月 16 日(月)午後 7 時～
◆西方寺境内
◆催し―盆踊り、金魚すく
い、花火、抽選会他

(雨天順延

8 月２２日)

◆朝日ケ丘町中央公園、公民館
◆催し―青山太鼓演奏、カラオ
ケ、竹とんぼ、竹ポックリ、
ビンゴゲーム、ミニ花火他

8 月の行事予定
日

時

行

事

名

場

所

８月

４日（水）ＡＭ10：２０～

三谷地区環境保全現地調査【(有)グリーンファーム】

８月

５日（木）ＰＭ１：００～

神戸公民館自主事業「絵手紙教室」

神戸地区市民

８月

６日（金）ＰＭ８：００～

住民自治協議会産業部会

センター

８月１０日（火）ＰＭ８：００～

住民自治協議会健康スポーツ部会

８月１９日（木）ＰＭ１：３０～

神戸地区人権草の根運動推進会議総会

ＰＭ３：００～
８月２０日（金）ＰＭ８：００～

住民自治協議会役員会
かんべいきいき市（青空市場）出店者打合せ会

※三谷地区調
査は現地時間

新区長さんより

ちょっと

初仕事の感想

ひとこと
枅川区長

岸上 勇

区長に就任しての初仕事は、神戸小学校の入学式への出席でした。
入学式の会場は、穏やかな会場づくりに気配りがなされておりま
したが、新入生が入場されてくると、会場全体はピーンと張りつめ
た会場となり、在校生の拍手が一段と高くなりました。この拍手を
受けながら、自分の席に着席された後、先生に名前を読み上げられ
ると背筋を伸ばし、胸を張り、尐し緊張した様子で「はい」と答え
られた元気な声、今でも耳元に残っています。
この可愛い新入生は、将来は神戸地域の担い手の一人として、
たくましく成長されていかれることを願っております。
しかし、児童数の状況を見てみると減尐傾向にある中で、本年度の新入生は１９名であ
りますが、１０年後の平成３２年度の推計数値では、半数の８名と推計されています。こ
のことは現在取組まれている事業や今後のまちづくり計画の要となる人材確保にも影響
があるため、早急に検討が必要と考えられます。
神戸地区住民自治協議会部会部長の抱負
福祉部長
西岡 民生
本年度思いがけもなく部長をさせていただくことになりました西岡です。
今まで、会社人間といいますか、出不精な性格といいますか、地域への関わりが殆どなく、
部会の委員さんですらお名前とお顔がなかなか一致しないというのが現状です。
このような私ですが、この１年間よろしくお願い致します。
福祉部のキャッチフレーズとして「ささえ合う 心をつなぐ友愛の 神戸まちづくり」を
掲げ、取組んで行きたいと思います。具体的には、恒例となりました６５歳以上の一人ぐら
しの方々との交流「友愛のつどい」
（６月２１日実施）、神戸小学校児童の皆さんとの「世代
間交流」等を活発に進めて行きます（昨年はインフルエンザのため中止）。
この神戸地区も例にもれず尐子高齢化の波が押し寄せてきている様です。この様な課題に
ついても、神戸地区だけでは無理かもわかりませんが、短期的、長期的に考えて対応して
行かなければならないのではないかと思います。
力不足な私ですが、皆様方のご協力を再度お願い申し上げます。

神戸地区自治功労者の会の方々をご紹介します！！
去る７月２２日に「神戸地区自治功労者の会」が開催され、会員の交流が図られました。
「神戸地区自治功労者の会」とは、これまで区長会が神戸地区の発展に功績のある方を表彰（自治功労者）
してきましたが、その方々の集まりで、現在１０名で構成されています。自治功労者は下記の方々です。
会

長

松岡 茂（比 土地区、平成１６年度表彰）会

員

中出潔巳（上神戸地区、平成１１年度表彰）

副会長

中西 傳（上神戸地区、平成１６年度表彰） 〃

広岡一巖（古 郡地区、平成１６年度表彰）

会

板橋良三（枅 川地区、平成

６年度表彰） 〃

家栁健一（上神戸地区、平成１６年度表彰）

〃

東瀬三郎（古 郡地区、平成

６年度表彰） 〃

山本一治（上 林地区、平成１６年度表彰）

〃

稲濱良文（上神戸地区、平成１１年度表彰） 〃

福井紀生（上 林地区、平成１９年度表彰）

員

❁❁❁◆◆かんべＴＯＰＩＣＳ◆◆

三重県知事、伊賀市長、県議会議員に対し要望書提出！！
去る７月１５日に神戸地区中小河川木津川改修工事促進
期成同盟会が開催されました。当日は、平成２１年度事業
活動・決算報告、平成２２年度事業活動計画・予算が承認
され、来賓としご臨席の岩田隆嘉・森野真治県議会議員、
松田肇三重県伊賀建設事務所長及び松本秀樹伊賀市産業建
設部長に対し、早期の木津川改修工事の要望書を提出しま
した。提出した要望書の概要は下記のとおりです。
森野議員に要望書を手渡す家栁昭彌会長
神戸地区内の一級河川木津川改修工事に関する要望書要旨
昨年、１０月７日～８日の台風１８号では、比土市場地区が過去一度もなかった避難指示による避難、
また古郡・上神戸地区では自主避難、比土・古郡・上神戸地区では１７戸が床下浸水の被害にみまわれ、
降雨が後３０分続けば甚大な被害があったところです。現在川上ダムは凍結され、着工の目途もたって
おりません。また、三重県が昨年度から策定を進めています「木津川河川整備計画」にあっては、流域
懇談会という形だけの意見聴取で、真の地域住民の意見が反映されていない整備計画を策定しようとし
ています。こうした状況において、神戸地区住民が水害の危険に脅かされる日々が続くとなれば、まさ
に人災と言わなければなりません。ついては、河川管理者として、一級河川木津川流域の洪水被害の軽
減と、流水の正常な機能の維持を図るため、木津川河川整備計画を早急に策定されるとともに、神戸地
区内の浚渫及び河川改修等について、積極的な事業推進を図られますよう強く要望します。
記
１，木津川の河床が、かなり高くなっており、いまの現状では台風や集中豪雨等による甚大な被害が予
想される。浚渫がされていない区間の早期着工を強く要望する。
２，
「木津川河川整備計画」の策定が進められているが、地域住民の意見が反映された整備計画として
策定されたい。また、策定後、早期に実施計画を策定し、木津川河川改修工事の早期着工を要望する。
３，川上ダムの凍結解除と本体工事の早期着工を強く要望する。
平成２２年７月１５日

神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会
会 長
家 栁 昭 彌
要望先 三重県知事、三重県県土整備部長、三重県伊賀建設事務所長、伊賀市長
三重県議会議長、吉川・岩田・森野県議会議員、伊賀市議会議長
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

◆◆神戸地区防犯委員会総会開催されました◆◆
去る７月２１日に神戸地区防犯委員会総会が開催され、 【承認された役員】
２１年度事業報告・決算、役員承認、２２年度事業計画

会 長

家栁昭彌（神戸地区住民自治協議会長）

予算等が承認されました。

副会長

島澤正彦（きじが台地区住民自治協議会長）

また、総会終了後、研修会が開催され、神戸駐在所

副会長 佐伯敏晴（きじが台西自治会長）

宮崎 悟巡査部長による｢地域安全とは」と題した、防犯

副会長 福井

講話が行われました。

副会長 森田安俊（神戸地区住民自治協議会副会長）
班 長

中嶋

宏（神戸地区住民自治協議会副会長）
孝（神戸地区市民センター長）

◆神戸地区自主防災組織連合会総会が開催されました◆
去る７月２５日に神戸地区自主防災組織連合会総会が開催され、２１年度事業報告・決算、役員承認、
２２年度事業計画・予算等が承認されました。
また、総会終了後、研修会が開催され、伊賀市南消防署丸山分署吉川泉分署長による｢我が家わが町
の備え～消防・救急・防災～」と題して、防災講話が行われました。
【承認された役員】
会

長 家栁昭彌（住民自治協議会長、上神戸区長）

副会長 福井 宏（住民自治協議会副会長、上林区長）
副会長 森田安俊（住民自治協議会副会長）
副会長 永濵金正（住民自治協議会理事、比土区長）
副会長 森本昭生（住民自治協議会理事、下神戸区長）

【防災講話から】
●救急車の適正利用
こんな時は、迷わず 119 番へ
・意識がない。もうろうとしている。
・呼吸が不規則または停止している。
・多量の出血をしている。

【承認された２２年度事業計画】

・ケイレンやヒキツケが治まらない。

総合防災訓練の実施について
開催日 平成２３年２月１９日（土）午前８時～正午
開催場所 各地区避難場所及び神戸小学校運動場
訓練項目 避難誘導訓練、消火訓練他

・激しい頭痛、胸痛、腹痛などがある。
・明らかに重症であると思われる。
●症状は軽微、処置や病院は？
・かかりつけ医師に相談、診察
・伊賀市応急診療所 ２２－９９９０
・伊賀市救急相談ダイヤル２４
（7 月 1 日開始）
０１２０－４１９９－２２
・伊賀地域医療情報センター
２４－１１９９

神戸小学校校舎耐震補強工事は「来年夏に実施予定」と
伊賀市教育委員会から回答を得ました！！
広報「かんべ」(４月１日号)で、神戸小学校校舎の耐震診断結果は、Ｉｓ値（構造耐震指標）
が０．２６であるとお知らせいたしました。この数値は、国の学校施設の耐震指標の判定基準が
０．７以上としていることから、何らかの対応を要する数値であるといえます。こうしたことか
ら、６月１８日に神戸小学校ＰＴＡ、神戸地区及びきじが台地区住民自治協議会の連名で「神戸
小学校校舎耐震診断結果に対して校舎耐震補強工事を早期に実施することを要望します」との要
望書を提出しました。
この要望に対し、去る７月１３日のＰＴＡ主催の懇談会において、伊賀市教育委員会から、参
加した保護者・住民自治協議会役員等に対し「神戸小学校校舎耐震補強工事は、来年度夏季休業
中に実施する方向で最大限の努力をしていきたい」との回答があったところです。

黙とうのサイレンを鳴らします！！
本年も８月６日、９日、広島市及び長崎市では原爆死没者の慰霊並びに平和祈念の式典において、原
爆死没者の冥福と世界恒久平和の実現を祈念し、１分間の黙とうが捧げられます。また、８月１５日
は「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」として、正午から「全国戦没者追悼式」が挙行されます。
伊賀市も、この趣旨に賛同し、黙とうを捧げるサイレンを鳴らします。ご協力をお願いします。
●８月 ６日（金）午前８時１５分から１分間（広島市原爆投下日）
●８月 ９日（月）午前１１時２分から１分間（長崎市原爆投下日）
●８月１５日（日）正午から１分間

（終 戦 記 念 日）

