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 6月 11日(土)の夕べ、古郡、常福寺の境内と北川堤防において「第 12回 

竹灯りコンサート＆ほたる観賞会」が開催されました。今年も、愛知県や滋 

賀県等の遠方からおみえの 28名を含め約 300名の方が来場されました。来 

場者は「甘茶」のふるまいと「芭蕉の湯入浴券」が当たる抽選を楽しまれた 

後、｢コップ行燈｣に願いや夢を書いていただきました。生活環境部で制作した 

「マイエンザ」の配布も喜んでいただけました。 

 地震等の大災害に見舞われることもなく、この自然豊かな神戸の地で 12 回目が開催できました

ことを、ご本尊様も安堵されているかのような穏やかな夕べでした。

竹灯りが揺らめく中「世界平和」「歌手になりたい」などの子どもた

ちの願いをのせて「二胡」と｢琵琶｣の美しい響きが夜空に広がりまし

た。8時からのほたる観賞では、北川の蛍の柔らかな光に癒され多く

の方の心に残る夜になったことでしょう。この行事を通して子どもた

ちの「神戸を愛する想い」「自然を愛する想い」につながってくれれ

ばと願います。  (生活環境部会広報担当 藤森哲子) 
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新任区長さんの挨拶 
 

4月 1日より、伝統ある下神戸区の大役をおおせつかることになりました区長の東庸
のぶ

介
よし

で

ございます。何分にも浅学非才な私ですので、皆様方のご支援ご協力の程宜しくお願い申し

上げます。 

さて、この世にはいろんな人がいます。いろんな考え方をもった人が集まってこの世は作

られています。勿論、神戸地区に住んでいる住民は、誰一人として同じ人はいません。ジグ

ソーパズルに例えるなら、皆が違った形、違った絵柄、違った大きさなどなど・・・どれ一

つとして同じピースはありません。でも、このジグソーパズルは、ピースの凹んだところと、

出っ張ったところを「つなぎ」合わせていくことによって完成に向かいます。このつながり

こそが、人と人との「絆」であり、自治会活動の根源だと思っています。区長は、パズルを

作る「人」ではないと思っています。あくまでもピースの一部であって、完成したパズルを

遠くから眺めて評価する人でもないと思っています。完成したパズルは、人に見せるのが目

的ではなく、ピースがつながっていることにこそ意味があるのではないでしょうか。だから、

「区長としてどんなことをするのか？」と聞かれたら、わかりにくい答えかもしれませんが、

「ピースがつながった状態が保てるように、また、一つでもつながりが増えるように、いろ

んなところを凹ませたり、出っ張らせたりすること」が役割だと思っています。つながるこ

との出来ない真四角のピースになるつもりはありません。１００点満点の完璧なパズルは一

見美しく見えますが、あまり自分の好みではありませんし、私としては、とりあえずの 60

点くらいを目指したいと思います。外からの評価に一喜一憂せず、自分の出来ることを出来

る範囲の６０点です。このくらいの未完成具合が自分にはちょうど良く、お似合いだと思っ

ています。 

こんな私ですが、どうぞこれからも宜しくお願い申し上げます。 

 

下神戸区長 東 庸介 

 

 ６月１５日（水）に神戸地区市民センターにおいて、平成２８年度

神戸地区防犯委員会全体会が開催され、２７年度活動報告、役員の承

認、２８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、原田晴実巡査部長による「神

戸地区と防犯活動」と題した防犯講話が行われ、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しないよう

に、周囲の人々、特に家族や友人等の見守りや相談が大切であること、

気になることがあれば駐在所（警察）に相談してほしいとのお話があ

りました。また、近頃よく発生している事案の報告があり、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。 

 

 

平成２８年度 防犯委員会全体会が開催されました 
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新任区長さんの挨拶 
 

暑くなってきましたが、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 予定はしていたものの、大役をお引き受けし責任の重さを感じています。退職後は、し

ばらく住民自治協議会のお手伝いをさせていただき、また、区の役などもする中で、地域

を先輩の方がこれまで支え、住みよい環境づくりに努力されていることをあらためて認識

しています。 

さて、梅雨本番で大雨や台風が心配される時期となりましたが、神戸地区の課題の一つ

でもあります木津川の改修について、古郡地区では支川の北川にも隣接しており、毎年台

風や大雨のたびに本川の氾濫とそれに伴う支川の逆流による浸水に気をもんでいます。 

 ２年前に木津川の浚渫が実施され、その後の台風等では効果があったことを実感しまし

たが、土砂の堆積も徐々に進行し、再び心配されるところです。 

 引き続き、河川改修と川上ダムの早期着工を要望していかなければなりません。 

 もう１点は、少子高齢化が年々顕著になり、神戸地区でも 50％を超える、あるいはそれ

に近い高齢化率になり、一人暮らし世帯や高齢者だけの家族も増えてきています。次には

自分たちの問題でもあるという認識をもち、日常の助け合い、見守りや地域での居場所づ

くりなど、無理なく少しずつでもいいから長く続けられることはなにがあるかを地域会議

で話しあっていかなければなりません。 

 これ以外にも農業を取り巻く問題など課題はたくさんありますが、人々が安心して元気

に暮らせるよう願い、住民自治協議会の一員としても努めていきたいと思います。 

 皆様のご協力、ご指導をよろしくお願いします。 

 

 

古郡区長 松岡 治 

 

  地震等の災害のニュースが多く防災体制の充実が叫ばれる中、神戸地区内にある１６の自主防災組織

を統合する神戸地区自主防災組織連合会の総会が 6月 17日(金)に神戸地区市民センターで開催されまし

た。今年の総会では、日本の各地で災害が頻発していることもあり住民の皆様の危機管理意識の高まり

を反映して総合防災訓練の参加率がアップしていることの報告がありました。また、本年度の訓練項目

に「指定避難場所への避難シュミレーション訓練」を加えるとの提案もなされま 

した。 

総会の後、伊賀市南消防署丸山分署の福森孝行氏より「災害(洪水)時における、 

消防と地域の連携」との演題で防災講話がありました。多岐にわたる有益なお話 

の中で、「災害とは予想していない現象が起こることであり、1 つのマニュアルで 

対処することはできなく、状況に応じて対応を変化させなくてはいけないが、住 

民の命を一番大切にすることを信念として行動してもらいたい」「日頃より各地区 

で災害が起こったときに備えて話し合いをして共通理解をしておくことが大切で 

ある」「防災リーダーはいざ災害が起こったときに一人で奮闘するのは無理で、複 

数養成しておく必要がある」等が印象に残りました。 

て。 

平成 28 年度神戸地区自主防災組織連合会総会開催される 
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本年度、福祉部第一弾事業「友愛のつどい」を 6 月 23 日(木)、神戸地区市民センターにて開催
しました。独り暮らしの 70 歳以上の方々が一同に集い、お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 24 名の方がお集まりくださいました。 
 中嶋会長から「今日は普段お逢い出来ない方々とお話しをし交流を深めて一日楽しんで下さい」
との言葉ではじまり、神戸保育所から 8 人の年長園児さんに来ていただき、歌とダンスを可愛く
披露してもらい、会場の雰囲気も一気に和やかになりました。園児の皆さんが帰り際に手作りのプ
レゼントを一人ずつ手渡ししてもらい、微笑ましい光景が見れました。 
続いて、神戸駐在所の原田さんから最近のオレオレ詐欺についてお話していただきました。知ら

ない人からの留守番電話に掛け直す「律儀な人」は騙されやすいのと、また、警察や市職員、民生
委員を名乗って掛けてくることもあるので注意が必要とのことでした。 
市役所の健康推進課の上田さんからは認知症の予防についてお話して頂きました。認知症とはど

ういう状態のことを言うのか、また、物忘れと認知症との違いについて、解りやすくご説明しても
らいました。そして「認知症を予防するには」ということで、一、食習慣 二、運動習慣 三、人
づきあい 四、行動習慣 五、睡眠習慣の五つの習慣を見直すということと、食習慣についてはク
イズ形式で行って頂いたので、面白く楽しく学んでいただくことができました。三つの鍛える能力
として、一、思い出す能力 二、一度にいろんなことをする能力 三、計画力 の三つがあり、こ
の三つをすべてやれることは畑仕事、お花植えなどのガーデニングが良いそうです。その後の忍に
ん体操では同じく健康推進課の山本さんからご説明いただき、座って行う介護予防バージョンをご
紹介いただきました。「座ってでも結構いい運動になる」と好評でした。 
お昼からは。朝日ヶ丘の山口ご夫妻のご協力によりアコーディオン 

の演奏でみんなで楽しく歌わせていただきました。歌ゲーム、イント 
ロクイズなどもして頂き、懐かしい歌をスタッフを含めみんなで楽し 
く歌わせて頂きました。最後に恒例のビンゴゲームを行い、皆さんに 
は景品をお持ち帰りいただきました。 
閉会に的場部長より「皆様健康に留意されまたお逢い出来ますこと 

を楽しみにしております」との挨拶で大盛況のうちに幕を閉じました。 
 ご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。拝見 
している限りでは楽しんでいただけたかとは思いますが、スタッフ側 
の私どもも楽しませていただきました。また、皆様にご記入頂いたア 
ンケートのご意見を基に来年の計画に反映させて頂き、更に「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、出席なされなかった皆様の参加もお待ち申し上げます。 
 最後になりましたが、たくさんのみなさまのご協力のもと、本年度 
の「友愛のつどい」が盛況に終われましたこと、心より御礼申し上げ 
ます。ありがとうございました。 （福祉部会広報担当 東本安史） 
 

７ 月 の 主 な 予 定 

日 時 内 容 場 所 

7 月 3 日(日) 8:30～ 第 8 回神戸地区スポレク祭 神戸小学校 

7 月 4 日(月) 10:00～ かんべ元気っ子広場 神戸地区市民センター 

7 月 14 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 

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 15 日(金) 
10:30～ 

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 

13:30～ 住民自治役員会 

7 月 23 日(土) 19:30～ 議会報告会 神戸地区市民センター 

7 月 26 日(火) 13:30～ 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 28 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 

 

 

 

  かんべいきいき市(農産物直売所)   7月 2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 
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