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９月２０日（土）に城之越遺跡で、(公財)伊賀市

文化都市協会の主催で神戸地区住民自治協議会も

共催し、今年で７回目となる竹灯りとコンサートな

どを楽しむ「竹灯り幽玄祭」が開かれました。 

 当日は、大人から子供までたくさんの方が市内外

から訪れました。 

古の遺跡に浮かび上がる 2000 個を超える灯りや

竹灯りモニュメントが並ぶ幻想的な空間、特設ステ

ージでの琴修会の大正琴、迫力ある青山太鼓、暗く

なり一層幻想的な雰囲気となってからは幽玄コンサ

ートと題して、生糸(ki－ito)として結成の木場大輔さんの胡弓、伊藤麻衣子さんの二十五絃

箏のコラボ演奏に訪れた方々は、幽玄の世界に浸っていま

した。 

 神戸地区住民自治協議会では、焼きそば、フランクフル

ト、焼き鳥、かき氷、ジュース・お茶の販売のほか、つき

たての古代米もち、古代米おこわの振る舞いや、かんべい

きいき市のみなさんの出店で地元新鮮野菜、紀伊長島の干

物や答志島のちりめんジャコの販売も行われ、天候にも恵

まれ大盛況でした。子供たちは、古代にちなんだ吹き矢で

ビンゴのほか、吹き矢・弓矢の狩猟ゲームコーナーなどで

楽しんでいました。 

 主催のぶんと、住民自治の役員・スタッフのみなさん大変お疲れさまでした。 

 来年も楽しみにしたいと思います。       （報告：産業部広報担当 松岡 治） 
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「竹灯り幽玄祭」にあわせて、かんべてくてくウォーキ

ングが行われました。当日は１２名の参加があり、約２時

間半かけてウォーキングを楽しみました。 

神戸小学校を

出発～♪ 
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去る 8 月 9 日（土）台風 11 号が四国に上陸し、伊賀市より出動命令が出され、朝 9 時前

より住民自治協議会役員と消防団員と市職員及び当市民センター職員が出て、警戒態勢を執

りました。 

同日１４時４０分頃、避難勧告が上神戸地区と古郡地区と上林地区に発令されました。そし

て、同日の夜、避難場所で過ごされ、10 日の朝水位が下がり安全が確認出来たので、全員帰

宅されました。 

◆避難勧告で避難された人数    ２２名 

◆自主避難された人数        １名 

◆避難場所  神戸小学校  神戸保育所  上林公民館  

       古郡公民館  比土上出公民館 

被害状況、床下浸水等の被害は出ませんでしたが、今年 7 月から 8 月初めにかけて木津川

の浚渫工事を上神戸暗崎橋付近と下神戸橋下流から比自岐川の合流までして頂きましたので、

木津川の水位の上昇も昨年 9 月より少なかった様です。 

しかし、古郡地区は、浚渫工事がこの 10 月からの為、かなり危険な状況に見舞われました。

同地区の早期着工を願っています。 

 

 

 

 

 

 

 私たちの住む神戸は農業、農村を取り巻く水源、自然環境、景観等の多

面的機能を持っております。近年の農村地域の過疎化、高齢化等の進行に

伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられてきた農用

地、水路、農道等の地域資源の保全管理が懸念されています。この制度は

農村の多面的機能の維持、発揮を図るため地域住民の共同活動に対して交

付金が支払われる制度です。上林地区（２９ｈａ）、上神戸・下神戸地区（５８ｈａ）が認可

されればそれぞれ約 150 万円、300 万円が５年間交付されます。それぞれの地区では、8,9

月に設立総会を終え、上林保全会、上神戸・下神戸大井手保全会として発足し活動を始めま

した。活動は農用地の草刈り、水路の草刈り・泥上げ・補修、農道の草刈り・側溝路肩の補

修、ため池の草刈り・泥上げ、遊休農地の有効利用(花壇など景観形成)などがあります。そ

れぞれの保全会で独自の活動が計画される予定です。 
 
秋たけなわ 
青々した田がいつしか黄金色に変わりました。その田も今は刈り取りが終わり、切り株か

らはか細い青い茎がのび、畔道からは彼岸花が咲いて、秋の風情が感じられます。毎年秋の
収穫時期になると、山から猪などが出没し、田畑の作物を荒らしたりします。 
鳥獣害については、今年は複数件ありました。1 件は猪による獣害です。被害のあったこと
には気が付いていたが、4，5日後に被害個所以外を刈り取りし、そのあと地区の評価員（農

家組合長）へ損害評価を申し出ました。結果としては被害の現状が確認できなかったという
ことで共済は受けられませんでした。被害があった直後と、刈り取りする前に損害評価を受
けなければならないとのことです。稲茎の倒れる被害もありましたが水害等で被害にあった
場合のみで、できすぎて倒れるのは該当しませんとのことです。 
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《各試合会場》 

○ターゲットバードゴルフ・・・くれは水辺公園 
○カローリング・・・上野南中学校体育館 
○グラウンドゴルフ・・・青山グラウンド 
○バレーボール・・・青山小学校、青山中学校体育館 
○ソフトボール・・・いがまちスポーツセンター、他 
○ゲートボール・・・教育研究センターグラウンド 

 

ターゲットバードゴルフ 

《個人》     《団体》 

薮中 英夫    今中 八起 

谷本 征二    松岡 善文 

川﨑 雅次    町井 旦史 

川﨑冨美子    稲濱 建夫 

松生みよ子    五舛出圭史 

早山 佳秀    藤井 保孝 

荻田 哲郎 

岡上真由美 

カローリング 

《チームＡ》   《チームＢ》 

鴨宮多美子    井上 嘉寛 

中岸 純子    山本 章一 

稲濱 多蔵    土堀 寛 

            松村 頼清 

グラウンドゴルフ（女子の部） 

中北 延代   山内 和 

土堀つや子   森崎 栄 

  松本あや子   三好 洋子 

  中森美貴子   石田 明子 

 福森 節子    宮武 眞寿 

グラウンドゴルフ（男子の部） 

辻本 正行   深井 登 

 福寿 勇    安倍 末男 

三好 晃    東 龍三 

 松岡 治    前田 憲一 

 中西 傳    広岡 義隆 

バレーボール 

和田 彰   福島 健司 

吉森 清司  吉川 和義 

深井 孝則  河上 哲治 

和田 祐一  稲守富士子 

藤本 純子  福森 啓美 

中山 玲佳  深井 智美 

和田 梓   稲守 千尋 

稲守 香織 

ソフトボール 

稲森 治夫   稲守 豊章 

山岡 亮太   松岡 克治 

梶原 将    藤森 大輔 

北村 泰章   永濵 健太 

山崎由美子   家栁 昭彌 

福森 美幸   東瀬 成彦 

岡崎 洋明   岡崎 玲太 

岡崎 崇太   木下委久子 

   家栁 尚生 

ゲートボール 

前川 文雄   前川 孟司 

永濵 文隆   杉本美智子 

前川 優子   藤森 易男 

藤森 和良   稲守 栄作 

発表！ 

当日はみなさんの 

ご声援よろしく 

お願いいたします。 
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日 時 行 事 名 場 所 

10 月 5 日(日) 9:00～ 神戸地区体育祭 神戸小学校 

※体育祭プログラムを各戸配布しました。当日、お忘れにならないようにお願いします。 

10 月  7 日(火) 10:00～ かんべ元気っ子広場 神戸地区市民センター 

10 月 15 日(水) 13:30～ 住民自治役員会 神戸地区市民センター 

10 月 18 日(土) 19:30～ 文化祭スタッフ全体会議 神戸地区市民センター 

10 月 19 日(日)  熊野古道ハイキング 一石・平方峠・熊ヶ谷道 

 

 

 

 

１１月１６日（日）に行われる神戸地区文化祭において、「案山子コ
ンテスト」を実施します。 

地区ごとに自由な発想で、ユーモアあふれる案山子を作ってみませんか？ 

文化祭当日はステージで発表していただき、その後テントでの展示も行われます。 

子どもから大人まで世代を交えて、たくさんの方の参加をお願いします。 

◆条件  高さ２メートル以内 

※詳細は、神戸地区市民センター （℡３８－１３００）まで問い合わせください。 

 

 

《かんべいきいき市（農産物直売所）のおしらせ》 
１０月 ４日（土）午前９時～午前１１時３０分 

★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 

 

 

  

１０月１日より伊賀市指定ごみ袋の料金が変更になり、差額シールを購入いただいていると
ころですが、販売店によっては差額シールが在庫切れの状態となっています。 

伊賀市人権生活環境部より、以下の案内がありましたのでお知らせ致します。 

①現時点で差額シールを購入できない方については、１０月８日以降、各取扱店にお

いて販売を再開しますので、後日購入をお願いします。 

②差額シールを購入できるまでの間は、新指定ごみ袋（黄色半透明）を購入ください。 

③差額シールは期限を定めずに使用できますので、計画的に購入ください。 

【差額シール販売店】 

市役所 本庁廃棄物対策課（さくらリサイクルセンター内）、本庁住民課、各支所振興課、伊賀
北部農協（各ふれあい店）、アピタ伊賀上野店、イオン伊賀上野店、オークワ（ジョイシティ
伊賀上野店、伊賀緑ヶ丘店、伊賀上之庄店、伊賀新堂店、名張西原店、マックスバリュ（上野
店、上野小田店、佐那具店）、スパーヤオヒコ上野店、アニーズ三平、Ａコープ青山店 

※市民センターでは販売しておりません。 

 

 

 

おしらせ 
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