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部会紹介

活動報告

　「子ども、親、若者の育ちを支援する」をテーマに、社会的弱者・更生中の若者への支援にも視
野を拡げて活動しています。「希望」というキーワードにふさわしく、明るくにぎやかな部会となっ
ています。

　11月 10 日と11日に開催されたふれあいの祭典では、
当部会として、サッカーボウリングゲームや折り紙でのリー
ス作り教室などを行いました。子どもを対象にした企画で
はありましたが、子どもからおとなまで幅広い年齢の方々
に楽しんで頂くことができ、多世代の交流が生まれるのん
びりした空間となっていました。
　12 月には 2 回の見学会を実施しました。見学会のテー
マは、社会的弱者の権利とそれを守り支えるために必要な

正しい知識を養うこと
です。14 日に「障がい福祉サービス事業所ひかり館」「姫路
市立書写養護学校」「兵庫県立神出学園」の 3 つの施設を、
20 日に「播磨社会復帰促進センター」を見学しました。障が
い者、障がい児のための施設、不登校の子どものための施設、
半官半民で運営されている刑務所。どの施設にも社会的弱者
と言われる人々の生活
があり、それを支える
人々の生活もそこにあ

るのだと知ることができた見学会となりました。
　社会的弱者は、マジョリティ（多数派）がマイノリティ（少
数派）を特別なものと認識することにより生み出されるも
のです。ビジョンの実現に向けて、多くの人がマイノリティ
について知ったり考えたりする機会を得ることができるよ

う、様々な場面で
伝えていきたいと
思います。「人と違うことは悪いことではないんだよ」「こ
んな施設があって、こんな人たちが支え合いながら生活
しているんだよ」と。そうやって私たちが伝えていくこと
で、多様性が受け入れられる社会になり、誰もが「希望」
を持って育つことができる、つながりある地域になって
いけばと思っています。

播磨社会復帰促進センター研修会

姫路市立書写養護学校研修会

ふれあいの祭典 「折り紙教室」

第6期 グループ活動レポート

希望が育つ中播磨部会

兵庫県立神出学園研修会
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「健康寿命」 グループ紹介

「地域の安全化」 グループ紹介

　私達は高齢者がいきいき暮らせる地域づくりを目標に過去実績を踏まえ、以下に示す 2 つの
実績 ①体力測定の継続に健康体操を加え「健康寿命」の UP を図る ②心肺機能の向上や礼
儀作法を体得できる新しいスポーツ「吹き矢」を普及させる
を掲げて推進しています。

　私たちのグループは「人々が助け合って、安心して暮らせる地域づくり」を活動趣旨に掲げています。
具体的な取り組みについては、活動趣旨の意味する範囲が広く
部会員の意見も広範囲に渡りましたが、何度も話し合いを重ね、
“ 防災について ”と方向性がまとまりました。

① 体力測定と健康体操については、城南、船津、勝原、八家、御国
野の各校区の方々と明るく、より楽しくをモットーに交流させて頂
きました。特に「はばタン」の参加した校区では笑顔が溢れました。
この事は意外性を含む活動企画も大切であると肝に銘じました。

② 吹き矢の普及活動については、部会全員が一丸となってふれ
あいフェスティバルに焦点を合わせた結果、雨天にも関わらず
外国人も含め 233 名の多くの参加者となりました。中播磨以
外の方々が 30％以上ご参加頂いた実績は、今後の活動推進
に大きな糧を得たと感じました。

　24 年度は、①防災施設・拠点の見学（8 月 29 日 兵庫県
警本部、人と防災未来センター ) ②防災についての研修会（12
月 22 日 佐用町視察）③地域との連携内容の検討・実施、
の 3 点について活動を進めています。
　佐用町の視察では、地域の防災力を高めるためには、「リス
クを正しく知り、正しく備え、正しく守る」「自分たちの地域は、
自分たちで守る」という住民一人ひとりの意識づくり、そして自
治会等の積極的な活動が大切など、多くのことを学びました。
　25 年度は、防災について ‘ 地域と学校の連携状況 ’のアンケー
ト調査の実施を計画中です。

姫路市立御国野小学校 「体力測定」

ふれあいの祭典 「吹き矢体験」

佐用町講師による研修会

佐用町災害復興本部視察

活動報告

活動報告

安全安心中播磨部会
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「美」 グループ紹介

「アグリプロジェクト」 グループ紹介

活動報告

活動報告

　持続可能な循環型社会の実現と美しい地域づくりを目指しています。

　私たちは、休耕田を活用して野菜を作り、朝市グループを立ち上げ、
集落や団地で朝市を開いてふれあいの場を作り、地産地消の仕組みづ
くりと自然資源を活用し後継者の育つ魅力ある農業づくりの推進を行
う活動に取り組んでいます。アグリプロジェクトグループはそのような
大きな夢を描いて実際のフィールドにおける学習会を始めています。

　取り組みとして、秋深まる神河町のピノキオ館にて間伐材を利用して
プランター作りを行いました。普段使ったこともないドリルや木ネジに
戸惑いながらも楽しく作りました。
　ふれあいフェスティバルでは、作成したプランターにノジギクを植えて展示し、間伐材やドングリ等を
使って木工遊びをしました。子供たちが夢中になってドラえもんやアンパンマンなど色んな物を作りだす
のに感心させられました。沢山とってきたドングリも１日で無くなり、再度取りに行くほどの盛況ぶりとな
り、子供の喜ぶ姿に元気をもらう2 日間となりました。

　又、会場内に設置されたゴミステーションにて国際交流フェスティ
バルに引き続き、ゴミ分別の啓発に努めました。回を追う事にゴミを
迷わずに決められたかごに分別される方が多く、さすがに分別して廃
棄する事が浸透してきたなと感じています。
　エネルギーの循環では再生可能エネルギーとしてソーラー発電システ
ムを組立てシャボン玉作りやソーラーカー作りに取組んでいます。
　食の循環では生ゴミの堆肥化に取組んでいます。家庭菜園や農家の
方に最適なコンポストの無料配布の計画をしています。

ピノキオ館にてプランター作り

後継者の育つ魅力ある農業づくり
学習会

ふれあい「朝市・農園」及び
滞在型市民農園の視察研修会

　今年度は ‘ふれあい「朝市・農園」及び滞在型市民農園の視察研修 ’
として、多可郡の滞在型市民農園や姫路市内の直売所を訪問しました。
同じような考え方の人達が工夫しながら地域のために懸命な努力をさ
れている姿があり、その中で受けた講習会で「感動」という商品を顧
客に提供するお話がありました。アグリプロジェクトグループは「野菜」
を売ることを通じて、「感動」が商品であるような活動を目指していくこ
とを決意し今後の活動に繋げていきたいと思います。

第6期 グループ活動レポート

自然豊かな中播磨部会

ふれあいの祭典 「木工教室」
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「観光で交流」 グループ紹介

「食で交流」 グループ紹介

活動報告

活動報告

　中播磨地域の豊富な観光資源を活用して地域住民や外部からの多くの方に来訪してもらえるよ
う、観光資源の発掘、PR に取り組んでいます。

　私たち、元気交流中播磨部会の「食」グループでは、中播磨の名産品を使った新たな名産品を
誕生させるべく活動しています。このグループは平均年齢も若く、青年会議所のメンバーや大学生
など、世代を超えて中播磨の食を発掘しています。

　今年度の現地見学会では、10 月14 日に開催された神河
町日吉神社の「とんぼ祭り」に参加しました。11月28 日には、
岡山県美咲町にある「柵

や な は ら

原ふれあい鉱山公園」へ行き、鉱山
と運搬という視点で学ぶとともに、岡山県瀬戸内市の妙興寺

にある黒田官兵衛の曾祖
父・高政の墓にも立ち寄るなど、部会の活動と関連する研修会
を実施しました。
　来年度は、ＮＨＫ大河ドラマで黒田官兵衛が放映されますし、
播磨風土記の1300 年記念の年にもあたりますので、魅力ある
観光資源を発信していく絶好の機会と位置付け、多くの皆さま
が参加・体験できるような仕組みづくりに向けて取り組んでま
いりたいと思っています。

　昨年 12 月には、中播磨の B 級グルメを使った料理教室を
開催しました。料理は初めての参加者も多い中、グループ全員
で知恵を振り絞り完成させました。とても美味しくできて非常

に好評となりました。
　また、2 月には家島を訪
問し、地元の漁師の指導のもと干がれい丼などの家島独特の
魚料理を調理する料理教室を開催しました。この魚料理教室
には、家族連れの皆さんも多く参加して、和気あいあいとした
雰囲気で、海の幸を堪能しました。
　これからも「食」グループでは、酒蔵見学など、中播磨の食
を掘り起こし、新たな名産品をつくる活動を行っていきます！家島・坊勢魚料理教室

クリスマス料理教室

元気交流中播磨部会

黒田官兵衛の曾祖父・高政の墓

柵原ふれあい鉱山公園での
銀の馬場道研修会
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　県民のみなさんを対象にした「県民意識調査」の結果等、統計資料を活用し、中播磨地域ビジョンの 4 つの“夢” 「希望が育つ中播磨」、「安全安心中播磨」、「自然豊かな中播磨」、「元気交流中播磨」の
実現状況をチェックします。

　地域の文化や歴史、新しい取り組みから誕生した魅力など、地域資源をみなさんの参画と協働によって数え 上げ、地域の強みを浮き彫りにするとともに、発掘・再発見を通じて地域づくりの成果・進捗度を地域で共有し、
新たな地域づくりに反映していきます。

　数え上げに参加してくださったみなさんからは、「数えあげることを通じて、自分の地域にまだま
だ知らないことがたくさんあったと知って、びっくり！」や、「自分の住んでいた地域がこんなにすて
きなんて、あらためて気づいたので、もっと元気な地域にしていきたい」と楽しい感想がいっぱい。

みんなでビジョンの達成状況をチェックしよう！

① フォローアップ指標

② 数え上げ指標

中播磨地域ビジョンの“夢” 中播磨地域ビジョンの目標像

希望が育つ中播磨
〜子どもが元気に育つ、つながりのある地域〜

① 地域全体で子育てを支援し、子どもが健やかに
育つ社会をつくろう

② 温かい心や思いやり、ふるさとに誇りを持てる
子どもが育つ地域をめざそう

③ ボランティアの輪が広がる、温かいコミュニティ
をつくろう

④ 夢を持ち、生きがいを求めることができる社会
をめざそう

B級グルメ 祭

開始時点
16

79 開始時点
25

224
【 数え上げの内訳（一例） 】
アーモンドトースト、家島干しがれ
い弁当、からかわ、がんこおやじ
のかしわ飯、ぐじゃ焼き、米粉お
好み焼き、どべら、どろ焼き、姫
路駅そば、姫路おでん、姫路ちゃ
んぽん焼き、姫路ブラジャー、も
ちむぎソフト、もちむぎ麺、もち
むぎカステラ etc

【 数え上げの内訳（一例） 】
甘地大歳神社秋祭り（獅子舞）、埋
田神社秋祭り（獅子舞）、かくしほちょ
うじ、賀野神社春祭り（牛馬の神）、
神崎天満宮春祭り、小室天満神社節
分祭、書写山圓教寺節分会、破磐神
社奉燈祭、廣峯神社祈穀祭、増位山
隋願寺の鬼追い式、夢前七福寺七福
祭、余田大歳神社秋祭り（浄舞）etc

【 活用事例 ① 】
中播磨地域ビジョン委員会元気交
流部会では、数え上げた B 級グル
メをアレンジした「B 級グルメでつ
くるクリスマス料理教室」を開催。
B 級グルメの種類の多さを再認識
するとともに、今後、アレンジやコ
ラボ等を通じて、幅広い活用方法
があることを実感。また、グルメ
を使った調理過程の中で出会う食
材を通じて、新たな中播磨の農産
物の豊かさに気づく場面も。

※ B 級グルメを①料理・調理してあるもの、②中播磨の地域
性が濃いもの、③ 1,000 円以下で食べれるものという定
義で数え上げ。

※祭りを①地域の神社・お寺主催等歴史と伝統にまつわる祭
り、②中播磨の地域性が濃いものという定義で数え上げ。

中播磨地域力指標について

例えば
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　中播磨地域の将来「こんな地域にしたい！」姿を描いた中播磨地域ビジョン。このビジョン
が実現しているかどうかを地域のみなさんでチェックしていくため、中播磨地域ビジョン委員
会では、県民のみなさんへの意識調査等の結果を用いた「フォローアップ指標」と、地域の
みなさんで地域の魅力を確認していく「数え上げ指標」づくりに取り組んでいます。

　県民のみなさんを対象にした「県民意識調査」の結果等、統計資料を活用し、中播磨地域ビジョンの 4 つの“夢” 「希望が育つ中播磨」、「安全安心中播磨」、「自然豊かな中播磨」、「元気交流中播磨」の
実現状況をチェックします。

　地域の文化や歴史、新しい取り組みから誕生した魅力など、地域資源をみなさんの参画と協働によって数え 上げ、地域の強みを浮き彫りにするとともに、発掘・再発見を通じて地域づくりの成果・進捗度を地域で共有し、
新たな地域づくりに反映していきます。

あなたも、一緒に地域の魅力を発見・発掘しませんか？
ここでは、紹介しきれなかった、それぞれの資源の内訳や、さらに詳しい情報は、

中播磨県民局ホームページ http://web.pref.hyogo.lg.jp/chk02/chiikiryokushihyou.html を
チェックしてくださいね！

　　　　県民意識調査結果　　　　  H23        　  H24       　  増減

●住んでいる地域は子育てがしやすいと思う
●住んでいる地域の子どもは伸び伸びと育って

いると思う
●近所に子どもの遊び場や人々の憩いの場がある

と思う
●地域の行事によく参加する人
●ボランティアなどで社会のために活動している、

またはしてみたい
●地域の異なる世代の人とつきあいがある
●若者が希望を持てる社会だと思う
●目的をもって学んでいるものがある

37.7％
51.4％

51.4％

44.3％
27.2％

38.6％
5.5％

37.8％

36.6％
48.0％

48.0％

49.0％
26.2％

43.9％
8.1％

36.7％

基本的には、県民意識調

査の結果を用いますが、

今後、必要に応じて、国

勢調査の結果等、既存

の統計値も活用していき

ます。

ロケ地

開始時点
13

179
【 数え上げの内訳（一例） 】
英賀城跡、英賀神社、置塩城跡、
亀山本徳寺、黒田家廊所、好古園、
国府山城跡、御着城跡、小赤壁、
書写山圓教寺、手柄山公園、砥峰
高原、播磨国総社、姫路城、姫路
文学館、廣峯神社、増位山随願寺、
峰山高原 etc

【 活用事例 ① 】
増位山随願寺（姫路市）では、平安
時代流行した疫病を追い払うため、
鬼追い式が行われたのをきっかけ
に、現在まで伝統的な祭りが続く。
ちなみに、この鬼追いで使われてい
るお面の角は２本だが、書写山圓
教寺に奉納されている鬼の面には
角がなく、廣峯神社の鬼の角は 1本。
意外な伝統の違いのおもしろさを
結びつけて、周遊コースにする取り
組みを検討する人たちも。

【 活用事例 ① 】
2014 年の NHK 大河ドラマの主
人公・黒田官兵衛が幼少時代を過
ごした御着城周辺では、ドラマを
機会に地域の魅力を PR しようと、
小学生ボランティアが発足。JR 御
着駅前に官兵衛の人物紹介や肖像
画などを制作・展示するほか、周
辺の歴史スポットの案内などを
行っている。地域の子どもたちが
地域の魅力を学び直す、良い機会
にもつながっている、と地元関係
者も顔がほころぶ。

※ロケ地を①今後、テレビや映画で紹介したいすてきな風景
や建物であること、②中播磨の地域性が濃いものという定
義で数え上げ。
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情報誌に対するご意見
ご感想などのご連絡先

中播磨地域ビジョン委員会事務局
〒670-0947  姫路市北条1-98

兵庫県中播磨県民局県民室ビジョン課
電話（079）281-9053　FAX（079）281-3015
メール：nkharimakem@hyogo.lg.jp

　甲冑足軽姿で「門番」を楽しもう！
　今回、はばタンは世界文化遺産・国宝姫路城で甲冑姿の小学生と一緒に門番を体験
しました。観光客の皆さまから人気を独り占めにしましたよ！
　撮影に協力していただいたのは、姫路城の大手門と菱の門で活動しているボランティ
ア団体「大手門門番さくら組」です。国内外からの観光客を甲冑姿でお迎えして交流を
深め、記念撮影にも気さくに応じています。歴史や時代劇が好きでサービス精神旺盛
な人にぴったりです。お待ちしています！！

【入会と体験についてのお問い合わせ先】    姫路コンベンションサポート
TEL.079-286-8988（受付／水・日・祝休）予約は前日まで。当日不可。

表紙写真について

編集
後記

姫路市みどり整備室 ☎079-298-0539
第40回 ひめじ緑いち 〈大手前公園〉3月16日（土）～3月25日（月）

神河町役場商工観光係 ☎0790-34-0971
さくらまつり 〈神河町桜華園〉 4月14日（日）

姫路市観光交流推進室 ☎079-287-3652
姫路藩文化観光学習船 〈姫路城内堀〉3月16日（土）～4月14日（日）

※毎日運行

姫路市観光交流推進室 ☎079-278-3652
姫路藩文化観光学習船 〈姫路城内堀〉4月20日（土）～5月26日（日）

※土・日・祝日運行
神河町観光協会 ☎0790-34-1001
カーミンの春まつり 〈神河町カーミンの観光案内所〉 3月20日（祝）

市川町観光協会 ☎0790-26-0099
観光ウォーキング 〈市川町文化センター〉 3月20日（祝）

好古園 ☎079-289-4120
春の大茶の湯 〈好古園〉 4月21日（日）

神河町役場商工観光係 ☎0790-34-0971
砥峰高原山焼き 〈神河町砥峰高原〉 3月30日（土）

兵庫県中播磨県民局 ☎079-281-9059

未来遺産登録記念フォーラム＆人情喜劇 「銀の馬車道」公演
〈姫路市花の北市民広場〉

3月30日（土）

神河町観光協会 ☎0790-34-1001
越知川名水街道“春物語” 〈神河町越知川沿線〉 4月21日（日）

播磨国総社 三ツ山大祭HPアドレス
http://sohsha.jp/mitsuyama.html☎079-224-1111

三ツ山大祭 〈播磨国総社〉 3月31日（日）～4月7日（日）

新田ふるさと村 ☎0790-33-0870
スプリングフェスティバル 〈神河町新田ふるさと村〉4月21日（日）

姫路城イベント実行委員会 ☎079-287-3652
姫路城観桜会 花あかり 〈姫路城西の丸庭園〉4月5日（金）～4月14日（日）

グリーンエコー笠形 ☎0790-32-1307
グリーンエコー笠形春祭り 〈神河町グリーンエコー笠形〉 4月21日（日）

市川町観光協会 ☎0790-26-0099
観光ウォーキング 〈下瀬加生活改善センター〉 4月21日（日）

姫路城イベント実行委員会 ☎079-287-3652

第28回 姫路城観桜会・第20回 お花見太鼓
 〈姫路城三の丸広場〉

4月6日（土） 
※雨天時 4月7日（日）順延

福崎町観光協会 ☎0790-22-0560
観桜会 〈桜児童ふれあい広場〉 4月6日（土）

好古園 ☎079-289-4120
好古園夜桜会 〈好古園〉 4月5日（金）～4月7日（日）

福崎町観光協会 ☎0790-22-0560
第7回 民俗辻広場まつり 〈柳田國男・松岡家記念館周辺〉 4月27日（土）

ひめじぐるめらんど実行委員会 ☎079-221-2513
第27回 ひめじぐるめらんど 〈大手前公園〉4月5日（金）～4月7日（日）

千姫ぼたんの会 ☎079-285-0005

姫路城千姫ぼたんまつり
〈姫路城三の丸高台 千姫ぼたん園〉

4月27日（土）～4月29日（月）

グリーンエコー笠形 ☎0790-32-1307

グリーンエコー笠形天満宮春祭り（こいのぼり大空遊泳）
 〈神河町グリーンエコー笠形〉

4月7日（日）

書写山円教寺 ☎079-266-3327
書写山新緑祭 〈書写山円教寺〉 5月3日（金）～5月6日（月）

市川町観光協会 ☎0790-26-0099
観光ウォーキング 〈市川町屋形〉 5月11日（土）

中播 磨 のイベント情 報

　ビジョン委員の活動にご協力頂いている皆さま、いつもありがとうございます！ 今回も、中播磨地域の
魅力がいっぱい詰まった情報誌が完成しました。話のネタになる情報が盛りだくさん！「姫路ブラジャー
飲んだことある？」自分の暮らす地域の隠れた魅力、知っていると誰かに話したくなり
ますね。最後に、とっておきの情報をもうひとつ。はばタンと一緒に安志加茂神社に行っ
てきました！こちらは、毎年、お正月には、その年の干支（今年は蛇）が参道や境内に飾
られます。中播磨の新たなパワースポット発掘！？ 是非、足を運んでくださいね！


