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 ９月１９日(土)に城之越遺跡で「竹灯り幽玄祭」のイベントが開催されました。共催している神

戸地区住民自治協議会も「かんべいきいき市」をはじめ多くの模擬店や「古代米餅のふるまい」等

で参加しました。２０００の竹灯りに彩られた会場では「幽玄コンサート」や「体験コーナー」も

あり、天候に恵まれ多数の入場者が古代をしのび幽玄な一夜を楽しんでいました。 
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神戸地区模擬店コーナー 



『市長と語る会』開催される 

       地域から３０名が出席し意見交換 

 
 市長の怪我で延期されていた「市長と語る会」が９月１５日(火)に住民自治協議会の役員をはじめ地域の

方々３０名が参加して開催されました。市からは市長をはじめ、企画振興部長、産業振興部長、人権生活環

境部長、建設部長、上野支所長・地域振興総括監、財務部次長、秘書課長が出席されました。 

 大石自治協議会会長の挨拶に続き、市長からは延期になったことのお詫び、伊賀市の近未来の展望や財政

状況の予測、産業振興や地域活性化の構想、市の施設の最適化等についての話が出されました。それを受け

て、地域から伊賀神戸駅前の再開発、伊賀神戸大橋に付随する道路網の整備、朝夕の通勤時の交通対策、伊

賀鉄道の有効利用、若い人が定着できる伊賀市の創生、神戸地内の洪水対策、男女共同参画と教育再生、空

き家対策、小学校の統合、神戸地内の史跡の管理、合併後１０年経過した伊賀市の課題など参加者から質疑、

要望、提言が出され活発な意見交換の場となりました。 

 

 

 

 ９月１５日（火）に神戸地区市民センターにおいて、 

平成２７年度神戸地区防犯委員会全体会が開催され、２６年度 

活動報告、役員の承認、２７年度事業計画が承認されました。 

 会議の後半には、研修会が開催され、三重県伊賀警察署神戸 

駐在所、奥地大樹巡査部長による「駐在所と地域」と題した防 

犯講話が行われました。地域の治安状況や防犯に対する考え方や心構え、特に社会問題化している「振り込

め詐欺」に対しては高齢者の方が一人で判断せず、家族や友人、駐在所（警察）に相談してほしいとのお話

がありました。その後、出席者で地域の防犯に関する課題等について意見交換がなされました。 

承認されました役員、事業計画は下記のとおりです。 

《神戸地区防犯委員会役員》    《事業計画》 

会 長 大石 幸生 

副会長 半田 敏明 

副会長 板橋 義夫 

副会長 松田 和秀 

班 長 五舛出 圭史 

顧 問 荻田 哲郎 

平成２７年度 防犯委員会全体会が開催されました 

（１）防犯に関する情報収集と情報の交換に関すること 

   〇情報伝達票による情報提供 

（２）広報活動と防犯意識の啓発に関すること 

   〇広報「かんべ」、伊賀地区防犯協会「ＦＡＸメールかわらば

んいが」等を活用した啓発活動 

（３）研修会の開催に関すること 

   〇防犯講話の開催 
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ソフトボール 

監督：稲森 治夫 

山岡 亮太  梶原 将   松岡 克治 

藤森 大輔   稲守 豊章  家柳 尚生 

北村 泰章  永浜 健太   山崎 由美子 

家柳 昭弥  福森 美幸   麻田 周史 

岡崎 洋明  岡崎 玲太  岡崎 宗太  

岡  智樹  木下 委久子   

（会場：いがまちスポーツセンター 

     緑ヶ丘中学校・上野東小学校） 

      

 

バレーボール 

監督：滝川 康夫 

坂本 武人  吉森 清司  吉川 和義  

深井 孝則  寺本 清則  門口 将士 

吉森 瑞樹  藤本 純子  福森 啓美 

中山 玲佳  深井 智美  稲守 香織 

中北 雅子  森増 冴月  滝川 康夫

（会場：阿山小学校・鞆田小学校） 

  

ゲートボール 

監督：板橋 理 

山内 薫     井上 幸子   

山内 いく栄   黒田 利一 

堀永 信一    山内 公一 

板橋 理     森川 茂義 

（会場：しらさぎ運動公園） 

    カローリング 

     監督：稲濱 多蔵 

[Ａチーム]    [Ｂチーム]  

鴨宮 多美子  井上 嘉寛 

中岸 純子   山本 章一 

稲濱 多蔵   藤原 昭 

        松村 頼清  

（会場：大山田小学校） 

 

グラウンド・ゴルフ 

監督：前田 憲一 

  《男子》    《女子》 

  広岡 義隆   山内 和 

  安倍 末男   中西 サク 

  辻本 正行   土堀 つや子 

  福寿 勇    川崎 冨美子 

  百地 博行   中森 美貴子 

  松岡 治    石田 明子 

  岩名 了    三好 洋子 

  前田 憲一   宮武 眞寿 

  小川 是明   中川 節子   

  （会場：青山グラウンド） 

ターゲット・バードゴルフ 

監督：稲濱 建夫 

   [団体]       [個人] 

  松岡 善文    薮中 英夫 

  町井 且史    川崎 雅次 

  稲濱 建夫    早山 佳秀 

  五舛出 圭史   荻田 哲郎 

  藤井 保孝    岡上 真由美 

   （会場：世阿弥公園前広場） 

先月の「広報かんべ」でお知らせしましたよ

うに第１１回伊賀市民スポーツフェスティバ

ルが１１月８日(日)に各会場で行われます。

(雨天の場合、屋外種目中止) 

神戸地区代表として、７６名の監督・選手の

方に出場をお願いしました。当日までの練習も

含めて、監督・選手の健闘を祈るとともに、神

戸地区の皆様の応援がそれぞれの選手に力を

与えると思います。よろしくお願いします。 
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平和を祈念する戦争時生活展への展示のお願い 
 今年で我が国を含め世界中で惨禍により多数の方が亡くなられた第２次世界大戦 

が終結して７０年が経過しました。その間わが国では大きな紛争が起こることもな 

く経済発展を遂げ平和な状態が継続しています。神戸地区住民自治協議会では７０ 

  年という節目にあたり神戸地区遺族会と共同し、薄れゆく戦争時の記憶を引き継ぎ、 

平和な状態がこれからも永続することを願って１１月１５日に開催する神戸地区文 

化祭で、「戦争時生活展」を実施したいと考えています。 

つきましては、地区内の皆様で下記のように当時の記録や生活の様子を表している 

物品の展示をお願いしたいと思います。 
 

〇戦争時の記録：手記、手紙、写真、新聞記事、フィルム 等 

〇戦争時の服装：軍服、国民服、もんぺ、防空頭巾、ゲートル 等 

〇戦争時の生活用品：鉄兜、調理器具、代用品 等 

〇その他、戦争時の生活の様子がわかるもの 
 

出展方法：・１０月２６日(月)～１１月６日(金)の間に、神戸地区市民センター、 

神戸地区自治協議会役員、神戸地区遺族会役員までお届けください。 

           ・出展物品には、出展者の名前・住所・電話番号・簡単な説明をお付 

け下さい。（展示説明用紙が必要な方は神戸地区市民センター 

℡38-1300 までご連絡下さい） 

 

 

 

 

日 時刻 内容 会場 

３日(土) ９：００ 神戸保育所運動会 神戸保育所 

 ９：００～

１１：３０ 

かんべいきいき市 市民センター・朝日ヶ丘公民

館・きじが台市民センター 

 １４：００ 神戸地区体育祭準備 神戸小学校 

４日(日) ９：３０ 神戸地区体育祭 神戸小学校 

６日(火) １０：００ 神戸元気っ子広場 市民センター 

 １９：３０ 人・農地プラン説明会 市民センター 

８日(木) １３：００ 絵手紙教室 市民センター 

 １９：３０ ヨガ教室 市民センター 

１５日(木) １３：００ 支え合い体制づくり推進会議 市民センター 

 １４：３０ 自治協議会役員会 市民センター 

１７日(土)  熊野古道ハイキング 熊野市 

２２日(木) １９：３０ ヨガ教室 市民センター 

２４日(土) １９：３０ 神戸地区文化祭スタッフ全体会議 市民センター 

２７日(火) １３：３０ ヨガ教室 市民センター 

１０月の予定 
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