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 神戸地区住民自治協議会生活環境部会では、恒例のほたる鑑賞会を今年も次のように 

計画しています。みなさまの多数のご参加をよろしくお願いします。 

とと  

    

 

 

 

 

今年も下記のとおり神戸地区スポ・レク祭が開催されます。 

スポ・レク祭は勝敗のみを競うのではなく、個々の体力や年齢に応じたスポーツ・レク

リエーション活動を楽しみながら、交流の輪を広げることを目的として開催されます。 

 各種目の参加申し込みは、健康スポーツ部の地区委員さんに６月１５日（月）までに、 

お願いします。多数のご参加をお待ちしています 
    

※と き：平成 27年 7月 5日（日） 

     午前 8時 30分 開会 

※ところ：神戸小学校グラウンド・体育館 

  （雨天の場合は室内競技のみ）                  
                 
 « 午前の部 »                « 午後の部 » 
   グランドゴルフ・ペタンク（グランド）      ソフトボール（グランド）  
   カローリング・卓球（体育館）          バレーボール（体育館）           

 

   

 

 

 

◆詳細は６月 1日号広報と同時配布になりますチラシをご覧ください 
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    ほほほたたたるるるととと音音音楽楽楽ののの夕夕夕べべべ鑑鑑鑑賞賞賞会会会のののおおお知知知らららせせせ   

 

 

 

 

 

 2015年６月1３日（土）（開場ＰＭ6:00～） 入場無料 

 

  

 

※雨天時は、常福寺本堂 

 

◆大正琴アンサンブル演奏 7:00~     ◆竹灯り＆ほたる鑑賞 8:00~ 

 

「友 愛 の つ ど い」が開催されます！ 
日時：６月２５日（木）午前１０時～ 場所：神戸地区市民センター 

※神戸地区 70 歳以上の一人暮らしの方々が一同に集い、互いに楽しく交流を図る 

ことを目的として開催されます。 ««主催：神戸地区住民自治協議会»» 
 

 

ＰＭ7：00～ 

     

        

とき ２０１４

年６月13 日（土）

（開場ｐｍ６：００

～） 

 

とき 
 

ところ 

※雨天時は、常福寺本堂 

 

   

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=41100&sw=%E8%9B%8D
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHpDbmVVf0wApgmU3uV7/SIG=12rg7oeg8/EXP=1432797123/**http:/swa.edu.city.atsugi.kanagawa.jp/swas/data/202/f4d4107d3c46ae.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2IthmZVSy0APDqU3uV7/SIG=12pec83av/EXP=1432868781/**http:/www.tokushima-ec.ed.jp/curriculum/k_hokentaiiku/volleyball.gif


 

 

「神戸地区住民自治協議会総会」で承認されました平成２７年度予算額の主な概要を報告

します。 

◎一般会計収支予算 

【収入の部】 

項  目 予算額（円） 内  容 構成比（％） 

会費 2,524,500 会費  1戸当り 4500円 29.2 

地域包括交付金 4,110,000 伊賀市地域包括交付金 47.5 

補助金 75,000 世代間交流事業、鳥獣害対策事業 0.9 

委託金 376,000 公民館活動事業委託金 4.3 

負担金 150,000 熊野古道ハイキング参加者負担金 1.7 

雑収入等 700,407 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 8.1 

繰越金 723,093 26年度繰越金 8.3 

合  計 8,659,000  100.0 

【支出の部】 

項  目 予算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 120,000 総会、運営委員会、役員会経費 1.4 

広報活動費 75,000 印刷費用 0.9 

研修費 30,000 講師謝礼等 0.3 

運営管理経費 1,376,000 退職役員等記念品料、保険料、コピー代等 15.9 

団体助成費 490,000 老人クラブ、子ども会、消防団等助成費等 5.7 

街路灯・掲示板設置費補助

金 

185,000 街路灯設置費、掲示板設置費補助金 2.1 

事業費 1,879,000 役員等報酬、城之越竹灯り幽玄祭費用

等 

21.7 

コミュニティ活動費 1,872,000 地区連絡事務、市広報配布等 21.6 

健康スポーツ部活動費 1,000,000 体育祭、スポレク祭、熊野古道ハイキング、

伊賀市民スポーツフェスティバル等経費 

11.5 

教育文化部活動費 550,000 文化祭、人権講演会経費 6.4 

生活環境部活動費 220,000 ほたる鑑賞、環境美化事業等経費 2.5 

福祉部活動費 330,000 友愛のつどい、世代間交流事業経費 3.8 

産業部活動費 100,000 かんべいきいき市等経費 1.2 

地域部活動費 260,000 総合防災訓練等経費 3.0 

積立金 120,000 診療所跡地基金積立 1.4 

予備費 5,2000 予備費等 0.6 

合  計 8,659,000  100.0 

 

◎城之越遺跡管理業務特別会計収支予算 

区分 項  目 予算額(円) 内  容 構成比（％） 

歳入の部 城之越遺跡業務受託金等 2,654,000 受託金、貯金利息 100.0 

歳出の部 賃金、需用費等 2,654,000 業務賃金、備品購入費等 100.0 

神戸地区住民自治協議会 
平成 27年度予算額の状況 
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   神戸公民館で活動されているサークルをご紹介します（Part2） 

  会員募集を行っていますので、ご興味のある方は神戸公民館（℡38-1300） 

    までお気軽にお問い合わせください。 

書書道道ククララブブ  
  お正月に、家族で百人一首のかるた取りをしたのはもう懐かしい光景でしょうか。 

若い人たちが学校などで競技かるたに打ち込んでいる場面は、時代を超えて繰り返 

し親しまれている国民的な古典文学です。 

  百人一首は、鎌倉時代に活躍した歌人・藤原定家が選んだ「小倉百人一首」の事 

 です。文化祭には、この百人一首以外にも他の和歌を試みています。 

  また俳句は短冊だけでなく、和歌と同様、半紙に文字を散らせてみたり、繋げて 

 書く面白さも味わってもらえると嬉しいです。 

日常から手書き文字が限りなく遠のいている今、手書き文字・筆文字で気持ちを伝え 

られればなんと素敵なことでしょう。      

 とはいえ、限られた練習日の中で「文化祭をより充実したものに!」と、少し欲張っ 

 て年賀状や日常文字にも挑戦してもらっています。 「継続は力なり!!」 です。 

 皆さん「前回よりは今回、今回よりは次回」と、少しは上達をと（たぶん）自分に言い聞かせ、 

 練習した枚数もいつの間にか重ね努力されています。それも楽しい雰囲気の中で、お稽古 

 されていることを本当に有難く思っています。 

  堅苦しくなりましたが、一度体験されませんか、どうぞお立ち寄りください。 

 

    ◆講 師 岡井 房子さん ◆代表者 岡井 房子   

    ◆活動日 毎月第 1 水曜日 ９：００～１１：００ 

 

 

  無無条条件件ににののめめりりここむむ面面白白ささががああるるキキルルトト！！  布布のの魅魅力力・・心心安安ららぐぐ針針仕仕事事！！  

    時時間間ををかかけけてて仕仕上上げげたた時時のの達達成成感感！！人人にに見見ててももららうう喜喜びび！！  

    キキルルトトをを通通ししててのの友友ととのの出出会会いい！！共共にに語語ららいい、、そそししてて相相手手のの  

持持つつ感感性性にに感感動動すするるここととももああるる！！作作品品をを作作るる難難ししささ、、ままたた楽楽  

ししいい幸幸せせなな気気分分、、人人にに出出会会うう幸幸せせ、、同同じじ物物にに向向かかっってて活活動動すす  

    るる喜喜びびをを味味わわええるる、、そそんんななキキルルトト教教室室でですす。。  

        

  ◆◆講講  師師  松松村村  英英二二ささんん・・久久美美子子ささんん          

        ◆◆代代表表者者  川川﨑﨑  冨冨美美子子  

◆◆活活動動日日  毎毎月月第第２２月月曜曜日日  １１００：：００００～～１１５５：：３３００  

  

  

 

パパッッチチワワーークク教教室室～～夢夢ちちくく CChhiikkuu～～  
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次回かんべいきいき市 （農産物直売所）は ６月６日（土）です！ 

※ 午前   ９：００～１０：００  JA神戸ふれあい店前 

※ 午前  １０：１５～１０：４５  朝日ヶ丘町公民館前 

※ 午前  １１：００～１１：３０  きじが台地区市民センター前 
 

「「かかんんべべ元元気気っっ子子広広場場」」ががススタターートト！！  

５月１２日（火）に「かんべ元気っ子広場」が開催されました。 

今年度も、神戸地区住民自協議会福祉部会の取り組みとしてスタートし、 

当日は第１回目ということで、住民自治協議会会長 

の挨拶や、協力者の方々の紹介がありました。 

 参加された１５人の親子は、お互いの 

自己紹介や、手遊び歌・自由遊び等で楽 

しい時間を過ごしました。 

次回は６月１１日（木） 

１０時～１１時３０分 

 
☆歯科衛生士さんのお話、紙芝居等を予定しています。 

        家で使用している乳幼児の歯ブラシをご持参ください。 

 

 

 

   

  

 

家で使用している乳幼児の歯ブラシを 

ご持参ください。  

 
                 

平成２７年度 

 
 ★６月 上旬          環境美化事業          各地区 

 ★６月 ６日 (土) ９：３０～ 神戸老人クラブ連合会総会    神戸小学校 

 ★６月１１日 (木)１０：００～ かんべ元気っ子広場       神戸地区市民センター   

 ★６月１１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 

 ★６月１１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 

 ★６月１２日 (金)１０：００～ 神戸神社上棟祭         神戸神社 

 ★６月１５日 (月)１３：００～ 住民自治協議会役員会      神戸地区市民センター 

 ★６月１７日 (水)１９：３０～ 福祉部会            神戸地区市民センター 

 ★６月１８日 (木)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 

★６月２５日 (木) ９：００～ 友愛のつどい          神戸地区市民センター 
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