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 さる６月１４日(土)の夕べ、古郡・常福寺境内と 

北川において 竹灯りコンサート ＆ ほたる鑑賞会  

を開催しました。当日は天気にも恵まれ、２３０名

の来場者をお迎えできました。 

この行事は平成１７年から始まり、今回で１０回

目の節目となりました。 

     今回の催しは、常福寺で

は アンサンブル ル  

シェル のグループに 

よる美しいフルートの調べと 伊賀市出身の三重大学特任教授  

加藤さん並びに同名誉教授山崎さんの手作り「竹灯り造形」の展

示となりました。また、北川では「ほたる」が雅な光を演出しました。 

 

私達、 

生活環境部会では山紫水明の美し

い神戸地区と自然の恵みを保つ取

組みを行っています。引き続き皆様

のご支援をお願いいたします。 

（報告：生活環境部広報担当  

宮崎 悟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかんんべべ  
広報 

発 行 日 平成 26 年 7 月 1 日第 95 号 

編集･発行 神戸地区市民センター 

（神戸公民館・神戸地区住民自治協議会） 
電話・ＦＡＸ ３８－１３００ 
E-mail   kanb-a15@ict.ne.jp 

 URL http:www.ict.ne.jp/~kanb-a15/ 

      神戸住民自治  検索 

 

アンサンブル ル シェルの演奏 
写真の中央は上神戸（庄田）の 

川崎由子さんです 

加藤さん、山崎さんと  

竹灯り造形 

開開開式式式ををを待待待つつつ常常常福福福寺寺寺ののの境境境内内内   

ノートパソコン、携帯電話端末、ＰＨＳ端末、電話機、ファクシ

ミリ、ラジオ、デジタルカメラなど、家庭から出たもので使用済み

の小型家電を収集します。（投入口から入るものに限る） 

設置個所は、市民センター入って右の血圧測定機の横です。 

回収時間は、市民センターの開館時間（午前 8 時 30 分～午後 5

時 15 分）となります。リサイクルにご協力お願いします。 

※詳しくは、「資源・ごみ分別ガイドブック １７ページ」をご

覧ください。 

小型家電リサイクル収集ボックスが設置されました！！ 

竹灯り造形 

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6327.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、６月２５日(水)、福祉部事業第一弾「友愛のつどい」を神戸地区市民センターに

て開催しました。６５歳以上の独り暮らしの方々が一同に集い、保育園児や互いの交流を図
ることを目的とし、民生委員さんのお声かけにより３０名 

の方がお集まりくださいました。  

大石会長から「今日は一日楽しんでください」との
言葉ではじまり、神戸保育所の年長組(５歳児)６人の
児童が忍者姿で現れ、忍者に関わる遊戯で楽しませ
てくれました。続いて、上野マジック友の会のお二
人によるマジックショーを楽しみ、認知症予防につ

いてなどのお話を伊賀
市の方にしていただきま
した。 

そこでの一コマ、「長寿祝いの 

知識クイズ」です、神戸の皆さん 

も次の年齢と名称を組み合わせて見てください。 

 

 

 

昼食後は「神戸の夏 歌おう会」と題して、神戸唱歌ではじ
まり、童謡、昔のメロディーなどの歌をお二人の指導の元、参
加者、スタッフ全員での大合唱となり大いに盛り上がり、最後
は恒例のビンゴゲームを行い、稲濱福祉部長の「皆さんこれからも健康に留意されて来年も
必ず出席してください」との言葉で盛況のうちに幕を閉じました。 

出席いただきました皆様、本当にありがとうございました。こちらが元気の場を提供する
どころか逆に私共スタッフが元気をいただきました。また、皆様方にいただきましたご意見
を来年の取り組みに反映させていただき、より一層「友愛のつどい」を盛り上げていきます
ので本年出席された皆様はもちろんのこと、出席されなかった方々の参加もお待ち申し上げ
ます。 

最後になりましたが、神戸保育所の園児のみなさんを始め、ご協力をいただいた皆様 

ありがとうございました。                    
（報告：福祉部広報 東本光生、竹内岩男） 

 
 

 

 

 

 

６１歳・７０歳・７７歳・８０歳・８８歳・９０歳・９９歳 

古希 ・米寿 ・喜寿 ・白寿 ・傘寿 ・還暦 ・卒寿 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

６月３日（火）に今年度２回目のかんべ元気っ子広場が行われました。 

今回は歯科医師会から歯科衛生士の福森さんをお迎えし、歯の磨き方やおや

つの与え方などについてお話いただきました。 

参加されたお母さん方は熱心に耳を傾けていました。 

熱心にお話を聞く 

お母さん方 

歯科衛生士の福森さん 

★次回開催は、７月８日（火）です。七夕まつりを予定しています。お楽しみに！！ 

 

古郡区長  松田和秀 

今年 4 月より古郡区長兼神戸地区住民自治協議会理事に就任させていただきました。
もとより非力ですが精一杯務めさせていただこうと思っています。 

ずっと学校の仕事一途できましたが、3 年前に区の会計、引き続き副区長という役につ
き、地域の様々な仕事を自身も分担し、地域の抱える諸問題についても考えるようにな
りました。中でも、神戸地区で１、２を争う少子高齢化の問題があります。 

古郡区では昨年より、いきいきサロンの運営を区が主体になって再スタートしました
が、これを足掛かりにして今後大切になると考えられる高齢者世帯の見守りや声かけ、
更に将来的には中高年の世代も含めた相互扶助の活動に拡げられればいいなと考えて

います。 

いずれにしても、地域の方々のご意見を聞きながら住みよい地区を 

目指して一歩一歩すすめていきたいと思っています。 

皆様方のご協力とご指導をお願いいたします。 

 

ちょっと 

就任のご挨拶 

神戸公民館主催の「親子で俳句五・七・五」を今年も開催します。 

野外で自然を感じ、季節を感じながらみんなで俳句を作ってみましょう！！ 

【と き】 平成２６年７月１９日（土）午前９時～１１時３０分 

【場 所】 神戸神社（集合）   【講 師】 神戸曙句会の方々 

【対 象】 小学校の児童とその保護者 

【持ち物】 筆記用具、メモ帳、水筒、その他各自必要なもの 

◆申込期限 ７月１０日（木）締切   たくさんの方の参加をお待ちしています 

◆申込・お問い合わせは、 

神戸公民館（神戸地区市民センター）☎・FAX 38-1300 まで。 
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～神戸公民館自主事業～ 

親子で俳句「五・七・五」開催のおしらせ 
 

http://2.bp.blogspot.com/-bP7Lq0e40fg/UZNnV8N3WCI/AAAAAAAASYs/3wWvvduOulg/s1600/frame_button_tate.jpg
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《神戸地区スポ・レク祭のおしらせ》 

【日時】7月 6 日（日） 

午前 8時 30分～正午 

【場所】神戸小学校グラウンド 

及び体育館 

★グラウンド・・・ペタンク、グラウンドゴルフ 

★体育館・・・・・カローリング、卓球 

●午後からソフトボール、バレーボール

のオープン競技として試合を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   時 行 事 名 場   所 

7 月 10 日(木) 
13:00～ 神戸公民館自主事業「絵手紙教室」 

 

神戸地区市民センター 

 ※「ヨガ教室」は 7月 17日に変更となります。 

7 月 15 日(火) 
13:00～ 

神戸地区中小河川木津川改修工事  

促進期成同盟会総会 神戸地区市民センター 

終了後 住民自治役員会 

7 月 17 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 

7 月 22 日(火) 19:30～ 多面的機能支払説明会 神戸地区市民センター 

7 月 23 日(水) 19:30～ 議会報告会 神戸地区市民センター 

7 月 24 日(木) 
13:30～ 産業部研修会(秋・冬野菜の栽培法) 

神戸地区市民センター 
19:30～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 

7 月 25 日(金) 19:30～ 神戸地区自主防災組織連合会総会 神戸地区市民センター 

 

 

 

 

 

 

 

神戸公民館では、公民館自主事業として初級囲碁講座を開催します。今回は子
ども達にも一緒に参加していただき、ルールから実践までを解りやすく説明しま
す。遅すぎることはありません。将来お子さんやお孫さんと囲碁を楽しめるよう
気楽に参加して下さい。プロ棋士の大多数は、お父さんや伯父さんに教えてもら
ったそうです。小学生へは別途案内し、既に 4 名が申し込んでいます。 

特に女性の方大歓迎です。たくさんの方の参加をお願いします。 

〈日 時〉 ８月４日（月）～８月８日（金）午前９時～１２時 

       （連続でなくても可） 

〈場 所〉 神戸公民館（神戸地区市民センター） 

〈参加費〉 無料  〈講 師〉 神朝囲碁同好会代表 百地
ももち

博
ひろ

行
ゆき

さん 

※参加を希望される方は、７月１５日（火）までに神戸公民館へ申込んで下さい。

神戸公民館（神戸地区市民センター） ☎３８－１３００ 

かんべいきいき市(農産物直売所) 

   7月 5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 

神戸公民館自主事業 囲碁教室参加者募集！！ 
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