
第６期ビジョン委員会、希望が育つ中播磨部会長を２年間
務めさせていただきます岸田直美と申します。
希望が育つ中播磨部会は、人々と地域を支える啓発イベントを主軸とする部会です。
今年１年は「希望」というキーワードに社会的弱者・更生中の若者支援なども織り込み、
国内に４か所しかない民間矯正施設である播磨社会復帰促進センター見学会を第一弾
として行います。公平な心の目を養い「希望」を広げ、「希望」とういう言葉のもつ意味を
部会で意見を交わします。２年目には「希望」が「育つ」ために必要な土台となるデーター

作りや理解しやすい啓発イベントを展開していきたいと考えています。
まだ走り出したばかりですが、アイデアや知識、経験豊富な皆さんと兵庫県立大学・姫路獨協大学・姫路日ノ
本短期大学の若い世代の参画と私たちの目標を進めていきます。部会ではさまざまな形の「絆（つながり）」「ふれ
あい」と「生きがい」をみつけ、中播磨ビジョン委員会の各部会のテーマの種が、大きな県民の「夢ビジョン」の大
輪の花として咲くように前に進んでいきたいと思います。
ただ、大輪の花を咲かせるためには「栄養」と「環境」の部分であるビジョンにむけた「アクション」と「具体的なア

イデア」を継続していかなければなりません。
そのために、見学会・勉強会を行い「栄養（智の力）」をつけ、イベントを通じて「ふるさと兵庫」・「大好きな兵庫」
を発信していく意見をいただき、未来を担う子ども、若者たちが「自慢のふるさと」だといえる街づくり、地域づく
りを提案していきたいと思います。

希望が育つ中播磨部会１夢

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

希望が育つ中播磨部会長　岸田　直美

子どもが元気に育つ、つながりある地域をつくろう！！
①温かい思いやり、ふるさとに誇りを持てる子供が育つ地域をめざそう
②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
③夢を持ち、生きがいを求めることのできる社会をめざそう
④地域全体で子育てを支援し、子供が健やかに育つ社会をつくろう

①活動趣旨　「子ども、親、若者の育ちを支援する」
今年度は、社会的弱者・更生中の若者支援の現状を把握し公平な環境の必要性を県民に理解してもらえ
るように啓発活動を行います。
②今後の活動予定
★播磨社会復帰促進センターと兵庫県立神出学園見学会
★社会的弱者に対する理解度を知るために県民意識啓発調査を行う
★意識啓発調査の結果に基づき報告書と提案を成果物として県に提出
★姫路市・福崎町・市川町・神河町などで行われるイベントに参加し、啓発イベントを行う
★ワークショップ形式での有識者を招いての勉強会

安全安心中播磨部会２夢

第６期ビジョン委員会、安全安心中播磨部会の貫名康雄
です。思いがけず部会長を務めることとなりました。微力で

すがよろしくお願いします。
私は常日頃から色々な組織や地域団体での経験、ボランティア活動を通じて、他の
組織や地域団体に対する相互理解や、つながりが、案外希薄であると感じていまし
た。知らなければ関心も思いやりも生まれません。お互いの理解が深まれば、思いや
り、助け合うことができるのではないかと思います。特に地域の安心安全に関して
は、社会的弱者、子供達に対して、みんなの理解が深まることが、効果のある対応に
つながるのではないか思います。ビジョン委員会活動において、安心して暮らせる地
域づくりを目指して、ビジョンや委員の思いを共有し、今までの活動実績を踏まえながら新たな実践活動に
取り組んで行きたいと思います。夢の実現に向けて、各委員の持っておられる地域コミュニティ、各分野に
わたる豊富な知識と経験、発想力等の資源を発揮しながら、楽しく、活動できればと願っています。
実践活動については、各委員の協議の結果、実績の豊富な活動をさらに発展させて、健康で生き生きと暮

らすために　①健康寿命のアップ、②地域の安全化、の２グループとし、相互に補完しながら、部会活動をし
て行きます。安全安心に関しては広範囲であり、地域、各種団体も多岐に渡っています。ビジョン委員会活
動を通じて研修や学習をしながら、地域とのつながりを考えていきたいと思います。

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

安全安心中播磨部会長　貫名　康雄

みんなが安心して暮らせる地域をつくろう！！
①高齢者がいきいきと暮らせる地域をつくろう
②障害のある人が生きがいを持って暮らせる地域をつくろう
③安心な医療ネットワークが構築され、一人ひとりが健康づくりをすすめる地域をめざそう
④みんなで防災・防犯・交通安全に取り組む地域をめざそう

「健康づくり」グループ
①活動趣旨　「高齢者が生き生きと暮らせる地域づくり」
　高齢者の健康寿命アップの為に健康体操の指導と測定及び解析を行っていきます。
②今後の活動予定
　★ニュースポーツ（吹き矢）の普及指導　　　　　　　　　　　　　　　　
　★健康体操の普及指導
　★体力測定の実施とデータ解析
　　　　　　　　

「地域の安全化」グループ
①活動趣旨　「人々が助け合って、安心して暮らせる地域づくり」
防災の観点から高齢者、障害者、子どもを含め、すべての人が安心して
暮らせる地域づくりを行っていきます。
②活動内容
★防災施設・拠点の見学会
★防災についての研修会
★地域との連携内容の検討・実施

第６期 中播磨地域ビジョン委員会各部会のご紹介第６期 中播磨地域ビジョン委員会各部会のご紹介
２０２０年頃を想定し、地域のみなさんの「夢」やその実現に向けて取り組む指針を描いた「中播磨地域ビジョン」が１０年ぶりに改訂されました。本年４月に発足した第６期中播磨地域ビジョン委員会では、
ビジョンの描く４つの「夢」ごとに部会を設置し、ビジョン実現に向けた実践活動の取組を進めて参ります。
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自然豊かな中播磨部会３夢

美しい自然豊かな環境に恵まれた中播磨。
ところが近年、異常気象が多発し、今まで考えられなかった災害が身近に迫ってい

ます。原因の一つとして大量生産大量消費による地球温暖化が考えられます。
今求められているのは、循環型社会に向けて私たち一人一人が意識を変えること
ではないでしょうか。特に日本の食料自給率は40％と、ほとんど輸入に頼らなけれ
ばならない状況です。
そのような中で食料の多くが生ごみとして捨てられ、多くの税金を使い、しかも炭

酸ガスを大量に排出して焼却処理されています。その対策の一つになればと思い、
私はだれでも簡単に使え安価で虫や臭いの問題のない生ごみ処理器「ばいお君」の開発に取組んでいます。
利用者の方から、「ばいお君」の発酵堆肥を使えば肥料代も安くなり、ゴミを捨てに行く事が無くなり、安全
安心の美味しい有機野菜が食べられると喜んでもらっています。
こんな小さな事でも広がれば、廃棄焼却から循環社会へと流れが変わり、温暖化防止や自給率向上そし
て地域の財政改善など大きな期待がもてます。穏やかな日本の四季を取り戻す事も、大きな災害を食い止
める事も、私たちが意識を変えた時から始まります。わが地域わが町わが中播磨のために、そして未来の子
供たちのために今自分に出来る何かを始めようではありませんか。自然豊かな中播磨部会では耕作放棄田
の活用や再生可能エネルギーの活用など多くの夢のあるテーマが上がっています。
みんなで智恵を出し合って、出来そうな事から一つひとつ挑戦していきたいと考えています。

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

自然豊かな中播磨部会長　西村　展般

自然環境の営みを大切にする地域をつくろう！！　
　①地球環境を守るライフスタイルをめざそう
　②モノが大切にされる「循環型社会」をめざそう
　③山・川・海のネットワークを大切にする地域をめざそう
　④自然を生かした農林水産業と活力ある農山漁村をつくろう

「美」グループ
①活動の趣旨　「持続可能な循環型社会の
　実現と美しい地域づくり」
美しい自然を守るため、食とエネルギーの地
産地消の推進と花のある暮らしに取組んで行
きます。
②活動内容
★生ごみの堆肥化で花づくり野菜作りとゴミ減量化の推進
★再生可能エネルギー活用の推進　（水力発電・間伐材の利用など）
★ノジギクの普及推進・花づくり、河川の美化とホタルの飛ぶ地域づくり

「農」グループ委員
①活動の趣旨　「町と村・３世代交流で農と人の地産地消の仕組み 
づくり
自然資源を活用し、交流が生まれ後継者の育つ魅力ある農業づく
りの推進を行って行きます。
②活動内容
★自然農法の推進
★耕作放棄田の家庭菜園に利用
　などで町と村の交流の推進
★里山づくり

元気交流中播磨部会４夢

６期ビジョン委員会、元気交流中播磨部会長を務めさせていただきます久保井茂
雄と申します。突然、部会長に任命され大変とまどっていますが、精一杯がんばって
まいりますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
当部会は「観光」と「食」の二つのグループに分かれていますが、定例部会は一緒に

議論し協力し合って活動しています。
「観光」グループでは、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
ら多くの方に来訪してもらえるように観光資源の再発掘やＰＲに取り組んで参りま
す。

「食」グループでは、「食による地域資源を活かした中播磨の魅力発信、地域交流」を目的に、中播磨地域
の活性化のため、新たな地場名産などの魅力を発掘、体験、普及活動を行って参ります。
このように、中播磨にある多く魅力を思う存分感じながら、各地より集まったビジョン委員の皆様と一緒

に楽しく活動していきたいと思います。
活動を通して、みんなが元気になり、明日に希望を持てるそんな部会にしていきます。
２年間よろしくお願いいたします。

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

元気交流中播磨部会長　久保井茂雄

にぎわいと交流の元気な地域をつくろう！！
①地域資源を活かし、地域間交流や国際交流を進めよう
②祭りなどの伝統的な文化とともに、新しい中播磨の魅力を発掘・発信してゆこう
③個性と賑わいのある快適なまちづくりをすすめよう
④がんばる企業や起業家を応援し、元気な産業を育成しよう

「観光で交流」グループ委員
①活動趣旨「隠れた観光資源の発掘、ＰＲ」
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に取り組んで行きます。
②活動内容
★神河町日吉神社「とんぼ祭り」の見学
★岡山県久米郡美咲町棚原公園他見学「鉱山と輸送の歴史見学」
★隠れた観光地見学会

「食で交流」グループ委員
①活動趣旨「食による地域資源を活かした中播磨の魅力発信、
　地域交流を深める」
中播磨地域の活性化のため、新たな地場名産などの魅力を
発掘、体験、普及活動を行って行きます。
②活動内容
★Ｂ級グルメの料理教室・試食会
　（夢会議にて新たに発掘されたＢ級グルメを再現し、ＰＲする）
★地元蔵元見学ツアー
　（地産地消の素晴らしさを学ぶ。その土地の地方伝説を聞く）
★家島での地曳網体験
　（体験を通じて、家島周辺で捕れる水産物を身近に感じてもらう）

7/29美グループ・農グループ合同で
自然農法の見学会

5 6



自然豊かな中播磨部会３夢

美しい自然豊かな環境に恵まれた中播磨。
ところが近年、異常気象が多発し、今まで考えられなかった災害が身近に迫ってい
ます。原因の一つとして大量生産大量消費による地球温暖化が考えられます。
今求められているのは、循環型社会に向けて私たち一人一人が意識を変えること
ではないでしょうか。特に日本の食料自給率は40％と、ほとんど輸入に頼らなけれ
ばならない状況です。
そのような中で食料の多くが生ごみとして捨てられ、多くの税金を使い、しかも炭

酸ガスを大量に排出して焼却処理されています。その対策の一つになればと思い、
私はだれでも簡単に使え安価で虫や臭いの問題のない生ごみ処理器「ばいお君」の開発に取組んでいます。
利用者の方から、「ばいお君」の発酵堆肥を使えば肥料代も安くなり、ゴミを捨てに行く事が無くなり、安全
安心の美味しい有機野菜が食べられると喜んでもらっています。
こんな小さな事でも広がれば、廃棄焼却から循環社会へと流れが変わり、温暖化防止や自給率向上そし
て地域の財政改善など大きな期待がもてます。穏やかな日本の四季を取り戻す事も、大きな災害を食い止
める事も、私たちが意識を変えた時から始まります。わが地域わが町わが中播磨のために、そして未来の子
供たちのために今自分に出来る何かを始めようではありませんか。自然豊かな中播磨部会では耕作放棄田
の活用や再生可能エネルギーの活用など多くの夢のあるテーマが上がっています。
みんなで智恵を出し合って、出来そうな事から一つひとつ挑戦していきたいと考えています。

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

自然豊かな中播磨部会長　西村　展般

自然環境の営みを大切にする地域をつくろう！！　
　①地球環境を守るライフスタイルをめざそう
　②モノが大切にされる「循環型社会」をめざそう
　③山・川・海のネットワークを大切にする地域をめざそう
　④自然を生かした農林水産業と活力ある農山漁村をつくろう

「美」グループ
①活動の趣旨　「持続可能な循環型社会の
　実現と美しい地域づくり」
美しい自然を守るため、食とエネルギーの地
産地消の推進と花のある暮らしに取組んで行
きます。
②活動内容
★生ごみの堆肥化で花づくり野菜作りとゴミ減量化の推進
★再生可能エネルギー活用の推進　（水力発電・間伐材の利用など）
★ノジギクの普及推進・花づくり、河川の美化とホタルの飛ぶ地域づくり

「農」グループ委員
①活動の趣旨　「町と村・３世代交流で農と人の地産地消の仕組み 
づくり
自然資源を活用し、交流が生まれ後継者の育つ魅力ある農業づく
りの推進を行って行きます。
②活動内容
★自然農法の推進
★耕作放棄田の家庭菜園に利用
　などで町と村の交流の推進
★里山づくり

元気交流中播磨部会４夢

６期ビジョン委員会、元気交流中播磨部会長を務めさせていただきます久保井茂
雄と申します。突然、部会長に任命され大変とまどっていますが、精一杯がんばって
まいりますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
当部会は「観光」と「食」の二つのグループに分かれていますが、定例部会は一緒に

議論し協力し合って活動しています。
「観光」グループでは、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
ら多くの方に来訪してもらえるように観光資源の再発掘やＰＲに取り組んで参りま
す。

「食」グループでは、「食による地域資源を活かした中播磨の魅力発信、地域交流」を目的に、中播磨地域
の活性化のため、新たな地場名産などの魅力を発掘、体験、普及活動を行って参ります。
このように、中播磨にある多く魅力を思う存分感じながら、各地より集まったビジョン委員の皆様と一緒

に楽しく活動していきたいと思います。
活動を通して、みんなが元気になり、明日に希望を持てるそんな部会にしていきます。
２年間よろしくお願いいたします。

１．部会長のご挨拶

２．4つの夢と目標像

３．活動内容

元気交流中播磨部会長　久保井茂雄

にぎわいと交流の元気な地域をつくろう！！
①地域資源を活かし、地域間交流や国際交流を進めよう
②祭りなどの伝統的な文化とともに、新しい中播磨の魅力を発掘・発信してゆこう
③個性と賑わいのある快適なまちづくりをすすめよう
④がんばる企業や起業家を応援し、元気な産業を育成しよう

「観光で交流」グループ委員
①活動趣旨「隠れた観光資源の発掘、ＰＲ」
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に取り組んで行きます。
②活動内容
★神河町日吉神社「とんぼ祭り」の見学
★岡山県久米郡美咲町棚原公園他見学「鉱山と輸送の歴史見学」
★隠れた観光地見学会

「食で交流」グループ委員
①活動趣旨「食による地域資源を活かした中播磨の魅力発信、
　地域交流を深める」
中播磨地域の活性化のため、新たな地場名産などの魅力を
発掘、体験、普及活動を行って行きます。
②活動内容
★Ｂ級グルメの料理教室・試食会
　（夢会議にて新たに発掘されたＢ級グルメを再現し、ＰＲする）
★地元蔵元見学ツアー
　（地産地消の素晴らしさを学ぶ。その土地の地方伝説を聞く）
★家島での地曳網体験
　（体験を通じて、家島周辺で捕れる水産物を身近に感じてもらう）

7/29美グループ・農グループ合同で
自然農法の見学会
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☎079０（22）0558
ふくさき産業祭　福崎町 11月3日（土）

更に詳しい情報は・・・・銀の馬車道ネットワーク協議会へ！　Tel：０７９（２８１）９０５３

☎079（224）8803
飾磨銀の馬車道ウォーク　姫路市 10月28日（日）

☎079０（32）0295
第１３回「まっせまつり」　神河町 10月28日（日）

☎079０（22）0560
神前山ハイキング　福崎町 10月13日（土）

☎079（679）2240
銀谷まつり　朝来市 9月23日（日）

☎079（336）1368
香寺町農業・産業祭　姫路市 11月25日（日）

☎0790（34）0641
銀の馬車道ウォーキング　神河町 11月25日（日）

☎079（281）9369
銀の馬車道沿線交流フェスティバル　福崎町 11月24日（土）

☎079０（26）0099
銀の馬車道ウォーキング　市川町 11月23日（金・祝）

☎079０（26）0099
いちかわ商工祭　市川町 11月18日（日）

☎079（281）9059

福崎町商工会

亀山御坊楽市楽座実行委員会

神河町商工会（まっせ）

福崎町観光協会

銀谷祭り実行委員会

姫路市商工会

神河町商工会（ウォーク）

姫路土地改良センター

市川町観光協会

市川町商工会

中播磨県民局銀の馬車道課
中播磨ふれあいフェスティバル　姫路市 11月10日（土）・1１日（日）

各会場で

スタンプを
集めて

応募しよう！

みんなでつくろう！　「かまぼこ作り」inハトヤ
中播磨では、見たり、聞いたり、楽しく勉強できる体験型の観光施設が
いっぱい！今回、はばタンは小学生のお友達と一緒にかまぼこ作りに挑戦。
匠のおじさんや、優しいお姉さんに教えてもらいながら、とっても美味しい
ちくわとかまぼこを作りました。
できたてのかまぼこはおいしいね！

体験の予約・お問い合わせは　ハトヤ　　０１２０（５９）８１０８

このたび第６期中播磨地域ビジョン委員長に選
任されました木多見哲夫です。
私は第４期、第５期のビジョン委員として「銀の
馬車道」にかかわる部会に属し、中播磨のシンボ
ル的事業の普及啓発に取り組んで参りました。
それらの経験を十分に活かし、前任の赤鹿委
員長の残された航跡を顧みながらも新たな取り
組み、改訂版中播磨ビジョンで示された４つの目
標の実現に向け、ビジョン委員長としての２年間、
全力投球したいと決意を新たにしております。
関係各位の更なるご理解・ご支援を賜りたく簡
単ではありますが挨拶とさせていただきます。

表紙の写真について表紙の写真について

銀の馬車道 検索

※画像は木多見委員長が昨年出演した「銀の馬車道劇団」＜柳田圀男と
河童＞での役者姿です。

銀谷銀谷銀谷銀銀銀銀銀銀谷銀谷まつり 朝来市

プレゼントが当たる
、

リレーイベントを開
催


