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　４月２８日（土）兵庫県姫路総合庁舎　職員福利センター３
階大会議室で中播磨地域ビジョン委員会総会を開催しました。
　委嘱状交付式が行われ、田中・中播磨県民センター長より代
表して家木恵子さんに兵庫県知事名の委嘱状が手渡されまし
た。続いて委員長１名、副委員長２名が選任されました。
　藤本新委員長は、第９期の課題として、「先輩諸氏が活躍さ
れてきたものを検証し、４つの夢と１６の目標に近づくこと。
その過程でグループ間、部会間の交流を進め、ビジョン委員会
が広く世間に認知されることを目指したい」と挨拶。第９期ビ
ジョン委員会がスタートしました！

平成30年度 第１回総会

　第８期から、元気交流中播磨部会の歴史・文化・未来
グループで銀の馬車道に関して活動をしてきましたが、
まだまだ経験も浅く不安な気持ちでいっぱいです。専門委員、アドバイザー
をはじめ、多方面に渡りご活躍されているビジョン委員の皆さん、事務局の
皆さんよろしくお願いいたします。
　第９期の２年間、頑張って参りますのでご協力、ご支援をいただきますよ
うお願い申し上げます。

　副委員長をさせて頂くこととなった西尾章子です。「あやこ」と読み
ます。第８期のビジョン活動では、播磨の美味しいものを発掘して発信し、
地域資源のカルタ作りを子供たちと楽しく行いました。大阪出身ですので中播磨
の魅力は発見の連続で、楽しく活動させて頂いています。皆で盛り上げて
いきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

　ビジョン委員になって２期目に入っています。今期は副委員長の大役を仰
せつかりました。ビジョン活動、仕事、地域活動等々、日々厳しいスケ
ジュールの中ですが、委員の一員としてなんとか活動できているのでは…と
思っております。食と交流グループに属し中播磨の魅力ある食材、食に関す
る生産者・企業等の探求と交流をはかり、外部へ発信していく活動を展開し
ております。共にがんばりましょう！

藤本委員長

西尾副委員長

岡野副委員長

中播磨地域ビジョン委員会中播磨地域ビジョン委員会

第９期スタート

新役員の紹介



リーダー：立石 大樹

安全安心中播磨部会 医療・福祉グループ安全安心中播磨部会 医療・福祉グループ

　全国的に高齢化が進んでいるなか、中播磨圏域の市町においても同様に高齢化が進
んでいます。その中で心身状態の低下に伴い要介護状態に至る方も少なくない現状で
す。そこで安全安心部会 医療・福祉グループでは地域の方々が健やかに自分の人生を
楽しみ、「健康寿命の延伸」となる取り組みや仕組みを検討し、各地域における「地
域包括ケアの推進」と「地域共生社会の確立」を目指せればと考えています。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
　ご高齢の方々の地域社会への参加の促進と、一人ひと
りの住民主体性の向上、社会生活における役割形成や目
標達成により「健康寿命の延伸」「地域包括ケアの推
進」「地域共生社会の確立」の促進を図る。

【今後の活動計画】　　　
・情報収集・問題点把握を行い、解決策の検討と地域に
向けた情報の発信を行う。
・体力測定会にて在住地域の違いの特性から心身機能の
アドバイスを発信する。
・施設・地域見学にて中播磨圏域へ還元できる取り組み
を検討する。
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リーダー：吉田 桂

希望が育つ中播磨部会希望が育つ中播磨部会

　長年ボランティア・社会活動を行った祖母の姿を幼少の頃から見て参りました。
とても尊敬出来る祖母です。その影響強く、私自身、地域に何か少しでもお役に立つ
ことが出来ればと思い、ビジョン委員に参加させて頂きました。初参加で右も左も良
く分らぬ中、リーダーと言う大役を恐れ多くもさせて頂いております。
周囲の皆様、素晴らしい先輩方のご支援のもと、一つ一つ勉強させて頂いておりま
す。皆様にお喜び頂けるよう、2年間精進して参ります。
どうぞ宜しくお願い致します。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
 子どもにとって魅力ある街づくりの仕掛けを考える事が
人財産定着、街の賑わい創出になるのではないかという
仮説を、必要に応じて勉強会やアンケート調査・分析
や、イベント実施などで立証して行くことを目的とす
る。

【今後の活動計画】
　昨年に引き続き、12/2(日)姫路動物園にて「クリスマ
ス子どものゆめイベント」を開催します。併せて、
10/28（日）中播磨地域活動交流メッセで、ストロー工
作体験の出展をします。



リーダー：三山 茂夫

自然豊かな中播磨部会自然豊かな中播磨部会

　私は自然豊かな佐用町で生まれました。幼少の頃はテレビ放送も無く、周囲の大人
は毎日の生活の中で、お互いに話し合い、又近隣の人達は助け合うのが常でした。最
近は情報過多で、他人の生活にはあまり関心を持たないような傾向が見られるのがと
ても残念です。
　この桜プロジェクトは、中播磨の人々が同じ目標に向かって協力・協働しながら新
しいまちづくりを進めていきます。特に桜は植栽から20年後が見頃になるので、その
時を視野に入れて小学生・中学生にも「中はりま桜の名所づくり」に関心を持ち、こ
の活動に加わってもらいたいと思っています。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
　日本には約350種類の桜があり、品種によって開花時
期が異なります。中播磨の連合自治会単位に同品種約
100本の桜が、３月初旬から５月初旬の２ヶ月間は何処
かで咲くよう計画的に桜の苗木を植栽していきます。

【今後の活動計画】
　ＮＰＯ法人はりま里山研究所の熊谷哲理事長が公益財
団法人日本花の会の理事に就任されたのが縁で日本花の
会の支援が得られることになり、来年の３月に姫路市文
化センターに於いて「第１回桜フォーラム」を開催しま
す。
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リーダー：東滝 弘子

安全安心中播磨部会 防災グループ安全安心中播磨部会 防災グループ

第９期から、安全安心部会防災グループが新たに発足。
「自分たちの地域は自分たちで守りたい！」「地域貢献活動がしたい！」という
10名のメンバーが集まり、この４月から毎月１回活動をしています。
「自分たちの地域は自分たちで守る！」を合言葉に中播磨地域を「安全に、安心して
暮らせるように」と願ってビジョン委員ならではの工夫をベースに２年間、防災啓発
活動をメンバーと共に頑張っていきたいと思います。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
　自然災害が多発している昨今、中播磨地域では、「住んでいる地域で災害に備
えた話し合いや訓練に参加している人が減少している」という意識調査の結果を
踏まえて、「防災訓練に参加したら何が学べるのか？」「自然災害に備えようと
いう人を増やすにはどんな工夫が必要なのか？」等、地域への防災貢献活動を１
つ目の柱とし、２つ目の柱としての「防災の学びを深める」では、自らの地域の
防災について疑問に思ったことを問題提起し、調査や意見を出し合ったり、検証
したり、防災知識を深めます。

【今後の活動計画】
　多くの方に防災について関心を持ってもらえるような活動とし、11月にはモデ
ル地域で体験型訓練を実施予定。避難所でお困りの「トイレ問題」について、学
びの発表の場として10月28日の中播磨地域活動交流メッセにてパネル等の展示を
行います。体験コーナーもあり、自然災害に備えるきっかけづくりの場になれば
とメンバーも意気込んでおります。



リーダー：夏目 小三

元気交流中播磨部会 銀の馬車道活性化グループ元気交流中播磨部会 銀の馬車道活性化グループ

　平成29年4月28日に「播但貫く、銀の馬車道　鉱石の道」が、日本遺産に登録され
たことをニュースで知りました。
なんと驚きと発見の記事でした。私の生まれ育った「飾磨街道」筋も含まれているで
はないですか。早速、連合自治会で勉強会を企画し、専門の講師を招聘し「銀の馬車
道」講座を開きました。公民館は60名で満席の盛況、講座終了後、有志から地域の啓
発イベントを実施し、郷土の歴史を次世代に繋げようと声が出て参りました。平成30
年７月16日に実施できた「銀の馬車道～飾磨街道フェス」として実を結びました。参
加の子どもたち約160名は馬と触れ合い「銀の馬車道」の思い出ができました。

【あいさつ】

元気交流中播磨部会 歴史文化グループ元気交流中播磨部会 歴史文化グループ

　私は播州の灘地区で生まれ育ちました。特に祭礼行事は、地域特有の文化が幅広い
年齢層の熱意により次世代に伝承され、個性豊かな多様で特色のある歴史文化遺産で
あり、誇りに思っています。
　このたび中播磨地域の歴史文化についての魅力を発掘・発信する機会をいただきま
したので、諸先輩方々のご指導をいただきながら、中播磨地域の目指す将来像（ビ
ジョン）の実現に向けて、元気に楽しく活動を展開していきたいと思っております。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
　私たちのグループは多彩な交流社会の実現に向けて、
中播磨の地域資源や祭りなどの伝統的な文化を掘り起こ
し、地域間交流や国際交流を進めて、中播磨の個性あふ
れる魅力を発信することを中心に活動していきます。

【今後の活動計画】
・歴史遺産をデジタル化し、ＱＲコードのコンテンツ活
性化をはかる。
・地域資源を掘り起こし、素晴らしい地域の魅力を探し
歴史をめぐる。
・産業発展に関わったフランスとの交流や技術文化を調
査研究する。
・伊勢音頭が祭りとともに地域で愛されている逸話から
風土を学ぶ。

【活動趣旨・目的】
　飾磨地域から生野地域迄のルート上で催されるイベントにグ
ループとして参加出展し、中播磨の偉大なキーワード「銀の馬
車道」を若い世代への啓発普及活動を通じて、元気交流を目指
します。　

リーダー：高澤 龍一
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・平成30年９月23日（日）「生野　銀谷まつり」
　　　　　　　　　　　　　に出展参加します。
・平成30年10月28日（日）「姫路港ふれあいフェスティバル」
　　　　　　　　　　　　　に出展参加します。
・平成30年11月11日（日）「市川町　橋本忍生誕100周年記念
　　　　　　　　　　　　　事業」に出展参加します。

【今後の活動計画】



ひめじ国際交流フェスティバル

姫路港ふれあいフェスティバル

福崎町秋まつり

かみかわ商工祭

姫路城 光の庭 Castie of Light

いちかわ産業祭

第29回福崎町自然歩道を歩こう会

カーミンのクリスマス会

ニッポン全国鍋グランプリ2019

第44回神河町マラソン大会

世界遺産姫路城マラソン2019

イベント名

情報誌に対するご意見
ご感想などのご連絡先 〒670-0947　姫路市北条1-98

兵庫県中播磨県民センター県民交流室県民課（ビジョン担当）
電話（079）281-9053　FAX（079）281-3015
メール:nkharikem@pref.hyogo.lg.jp

中播磨地域ビジョン委員会事務局

開催日 問い合わせ先（電話番号）開催場所

大手前公園

姫路港飾万津臨港公園

福崎町エルデホール周辺

神河町役場本庁前

姫路城

市川町文化センター

福崎町内

カーミンの観光案内所

大手前公園

神河町役場周辺

姫路市内

10月28日

10月28日

11月4日

11月4日

11月11日

11月16日～12日2日

11月18日

11月23日

12月23日

1月26.・27日

1月27日

2月24日

姫路市国際交流センター

姫路市産業振興課

福崎町地域振興課

神河町商工会

市川町地域振興課

姫路城管理事務所

市川町商工会

福崎町住民生活課

神河町観光協会

産業振興課

神河町教育課

姫路市スポーツ推進室

079-287-0820

079-221-2504

0790-22-0560

0790-32-0295

0790-26-1015

079-285-1146

0790-26-0099

0790-22-0560

0790-34-1001

079-221-2507

0790-34-0212

079-221-2862

リーダー：元田 澄子

元気交流中播磨部会 食と交流グループ元気交流中播磨部会 食と交流グループ

　グループリーダーの元田澄子です。ご指名によりまして大役をさせていただくこと
になりました。何もわからない私に務まるかどうかわかりませんが、各委員さんのご
協力をいただきまして、微力ながら何とか頑張りたいと思います。ただ食に関心があ
るということで、このグループに入りました。活動しているうちに楽しいことも沢山
ありました。今まで知らなかった中播磨の食の魅力を発掘し、その資源を活かした地
域間の交流を活性化していきたいと思います。
各委員さんのご協力をよろしくお願いいたします。

【あいさつ】

【活動趣旨・目的】
　自然豊かな中播磨で、生産・収穫された特産物（食
材）のあらゆる情報を収集し、またグループメンバーが
発掘・発見した生産現場を訪問して学習体験をする。　
　その体験で得た知識をもとに、「地域の宝」を中播磨
内・外に発信する。

【今後の活動計画】
・中播磨地域交流メッセ（10/28）で、「生姜入り穴子
めし」の試食品を出展する。
・中播磨地域の特産物を調べ、現地見学会等を行う。ま
た、その特産物を使った調理実習も行う。
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橋本忍生誕100年記念事業
シネマシナリオフェスティバル

市川町文化センター・
ひまわりホール
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