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中播磨地域夢会議を開催しました。中播磨地域夢会議を開催しました。

希望が育つ中播磨部会 安全安心中播磨部会　防災グループ

自然豊かな中播磨部会安全安心中播磨部会　医療・福祉グループ

平成30年度

基調講演　は、NPO法人姫路コンベンションサポート理事長の玉田恵美氏。
【「まだまだあります！中播磨の地域の魅力」～地域の魅力発信づくりのヒント～】と題し、「宝磨き」「宝を誇る」など
ご自身の経験からの貴重な楽しいお話を聞くことができました。

ワークショップ　では、10班が「B級グルメ」「ロケ地」「祭り」のグループに分かれて、地域資源の数え上げと、その活
用について意見交換をしました。
新しい活用案や楽しい提案がでるなどオリジナリティに溢れ、高校生からの発表もありました。
グループごとの意見を発表後、参加者全員で意見交換を行いました。

コメンテーター　の熊谷哲専門委員からは10班それぞれにコメントをいただきました。

　平成31年２月９日兵庫県立姫路労働会館で、中播磨地域夢会議を開催しました。
テーマは「知っている？住んでいるまちのいいところ！すごいところ！」
～中播磨地域の魅力を活用して元気なまちづくり～ です。 今後の活動ですが、

防災スリッパの作成指導の様子

　地域を愛するには２つの段階があります。
１つ目の段階はその地域に対する愛着のレベル。これについては
参加した皆さんそれぞれ、心の中に持っていると思います。地域に
対する深い思いは共通しているのではないでしょうか。
　もう1つの段階は、誰かに自慢するというステップ。
ちゃんと発信をして、相手の心の中にストンと入らなければ、自分

のふるさとへの思いを理解してもらったことにはならないし、その地域に来てくれることもありません。相手に発信する
という２つ目のステップについては、熱い思いだけでなく、テクニカルな技術が必要。SNS等の発信のツールについては
若い人の方が得意です。若い人達が日頃から親しんでいるメディアのツールをどう利用していくか、それをどう具体的に
取り入れて活用していくかが大きなポイントです。
　自分たちが思っている地域の印象と、外から来た人が感じる印象には、ずれがあります。
外から来た人が何を感じて何を考えたかを、地元の人が知る機会を作る必要があると思います。外の人と中の人が場を
共有して、そこでやりとりが行われる、ということが非常に貴重な機会です。外と中が接するような場を作り、その場で
何かを得て、次につなげる事が大事です。それによって地域資源にますますと磨きがかかり、それが外の人に伝わって良
い方向に向かっていくのではないか。そんな思いを改めて持ちました。

兵庫県金澤和夫副知事のコメント
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中播磨地域夢会議を開催しました。

希望が育つ中播磨部会希望が育つ中播磨部会 安全安心中播磨部会　防災グループ

自然豊かな中播磨部会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

　7月28日（日）姫路総合庁舎内職員福利センターにおいて、
「お皿の絵付け」「うちわにお絵かき」「牛乳パック鉛筆立て

作り」「藍染コースター作り」等を準備・開催。
　また、関西電力(株)様より「電気のお話」「モーターカー工作」をご用
意いただき、たくさんの子ども達と共に楽しい一日を過ごしました。

■体力測定種目の点数によってご自身の得意な運動・苦手な運動が分かります。
■これによって健康で過ごすために行う日々取り組む運動や生活でどういうことが
困りやすいかが分かってきます。

■お住まいの地域によって体力測定の結果に差異があるのかを確認しています。

地域の明るい未来づくりに向け、部会メンバーが一丸となって協力し、取り組みます。どうぞお楽しみに。

北部の町の方が歩行の耐久性やスピードが早い可能性があり、地域内での移動・活動範囲
を反映した結果の可能性が示唆されます。

今後の活動ですが、今後の活動ですが、

≪市町別体力測定会を実施しました≫
開催地域：市川町・福崎町・姫路市

ご自身の体力がどれくらいのものなのか把握する機会に、
また運動を続けて健康づくりに取り組むきっかけになればと考えています。

測定結果の
平均値

平均
年齢 握力

市川町 67 歳 23.3 ㎏ ９回 38cm 120 秒 8 秒 595m

67 歳 25.1㎏ 11回 34.75cm 120 秒 7.65 秒 520m

75歳 27.1㎏ 10 回 39.5cm 61秒 8.75 秒 510m

福崎町

姫路市

上体
起こし

長座
体前屈

開眼
片足立ち

10m
障害物
歩行

６分間
歩行

防災スリッパの作成指導の様子

「一緒にしよう！夏休みの宿題！！」を開催

「

夏休み
工作教室

プラスチック製ストローを使ってエビを作成し、
子供用のビニールプールでエビ釣りを実施。
また紙芝居・絵本の読み聞かせも行います。 （姫路港飾万津臨港公園）

10月20日（日）中播磨地域活動交流メッセ

クリスマスコンサートや絵本の読み聞かせ、
「チビッコなぞとき」でサンタさんからのプレゼントなど
たくさんの楽しい企画を計画しております。 （姫路市立動物園）

12月１日（日）こどものゆめクリスマスイベント
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　防災グループは、「地域での防災訓練を通じての防災啓発」そして「ビジョン委員自らの防災知識を深めよう！」の２
本を柱として活動をしています。今回は、身近なものを再利用した「防災スリッパ」をご紹介します。

　私たちが日常見る最も身近な桜がソメイヨシノで、日本全土の約80％の桜がこの桜といわれています。ソメイヨシノ
の特徴として、葉が出る前にパッと咲いて散る様は一夜の夢のようです。その咲き方や散り方が古来より日本人の生き
方になぞらえて大変好まれ、日本全国に植栽されてきました。このようにソメイヨシノは私たちにとって最も身近な桜
ですが、寿命の短い樹木ともいわれてきました。その理由としては結実しても発芽に至ることがなく、接ぎ木で苗木を
作るからです。つまりソメイヨシノは同
じ遺伝子を持ったクローンなので個性
が無く、一斉に咲く代わりに同じ病気
（てんぐ巣病）にかかりやすく次々と
伝染します。そのうえ、ソメイヨシノは
隣の樹を別の樹と認識出来にくいので
隣の樹の枝と交差する性質を持ってい
ます。従って密植にも関わらず、お互い
の樹が勢い良く成長を続けて日照不足
になります。その結果、樹勢が弱くなり
枝枯れが始まるのです。このように問
題の多いソメイヨシノを延命治療する
のか、新しい桜の種族に交代させるか
が大きな課題になっています。

ビジョン委員が体験コーナーの講師となり、多くの方に防災に関心をもってもらう為の大切なミッションです。

　地域活動を通じて、防災に関心のなかった方でも、新
聞紙や段ボールを使った防災グッズを作成すると、防災
に関心を示してくださいます。防災スリッパを作ってい
る最中にもいろんな会話があり、楽しく取り組んでいた
だけました！防災グループの活動を通じて、委員の一人
ひとりが防災力アップを図り、来年３月までの残り少な
い任期ですが、楽しく学べる防災活動ができればと計画
しております☆

今後の活動ですが、

防災スリッパの作成指導の様子防災スリッパの作成指導の様子

防 災
スリッパ
の作り方 用意するもの … 新聞紙２枚・ガムテープ

防災ポンチョ、防災トイレも作成できます！☆防災スリッパ完成品☆

日本を代表する桜ソメイヨシノの現状

花が咲かずに新芽だけが伸びるてんぐ巣病
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　日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」の南拠点、飾磨津物揚場に近い赤レンガ塀の撤去工事が近々始まる。市道の拡
幅に伴い、一部モニュメントとして残す計画と新聞にあった。レンガの赤色は、土に含有する鉄分が焼けた色だ。生野
で焼かれ馬車道を通り飾磨に運ばれた。モノトーンの時代から、やがて輝き始める明治の象徴ともいえる色彩の一つが
レンガの赤だ。我々昭和30年世代は、「三匹のこぶた」の影響か、レンガに寄せる信頼は揺るぎ無いものがある。
　ところで、レンガ塀東の塀の上から銅像の後頭部が見える。「だれ？」浅田貞次郎と教えてもらった。そういえばこの
会社、浅田化学工業㈱とある。創業者か？生野の偉人のようだ。レンガと並び、生野と繋がりの深い石がもう一つある。
「カラミ石」だ。熱して液状にした鉱石から銀や銅などを抽出する製錬の際に、不要な岩石が溶けて分離され、それを
型にながし固めたものをカラミ石という。生野ではよく見かけるが、この飾磨津物揚場の西側石垣の上段部（写真）に
並んでいる。もう一ヶ所、意外な所にカラミ石発見！亀山本徳寺の廟所、通称「西のお山」の最上部西側の、あるお墓
を包み込むようにカラミ石が整然と並べてある。朽ちてはいるが那波屋とはっきりと読める墓石を守るように、濱本氏
と記された平滑な石塔が前に建つ。それをカラミ石が囲む。生野の
浅田氏、姫路の濱本氏、銀の馬車道のご縁・物語・気骨ある明治人
の生きざまに興味は益々広がる。

　幕末、欧州では蚕の病気の流行で絹織物産業が大打撃を受けていた。フランス公使レオン・ロッシュは日本赴任を前
にリヨン商業会議所で「病気に強い日本の蚕の卵と品質の高い生糸を輸入しリヨンの養蚕業を復活させる」と述べ、ま
た同時期の明治新政府は外貨稼ぎの中心に生糸輸出をすえていたことから、日仏の利害が一致し、フランスの技術指
導を受けて養蚕業の高度化に努め、日本は
世界一の生糸輸出国にまでなったのである。
　播磨、但馬もその一翼を担っていた。八鹿
ー養父ー朝来ーと銀の馬車道ならぬ〈生糸
の道〉として繭、生糸、繊維製品が神戸から
海外へと運ばれ明治新政府の国策を支えて
きたのである。
　今も但馬に当時の面影を残している地区
がある。養父市大屋町大杉地区の「伝統的建
造物保存地区」がそれである。銀の馬車道は
生野までとされているが、その先の明延ー大
屋地区は、銀の馬車道は〈生糸の道〉として
フランスと、細いけれども確かな赤い糸で結
ばれていた。三階建ての養蚕住宅を見ながら
思いをはせたことである。

リヨン（フランス）と大屋　銀と生糸で紡いだ道

屋根に“抜気”がある養蚕住宅

カラミ石カラミ石 赤レンガ塀赤レンガ塀
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・米3合(450g)　・穴子3匹(200～250g)　・生姜20g
◆醤油(濃い口) 10cc　◆料理酒 10cc　◆みりん 10cc
・たれ → 醤油(濃い口)50cc、みりん15cc、砂糖25gをお鍋に入れて砂糖を溶かす。
※お好みで･･･三つ葉や大葉、錦糸卵、山椒

家島の穴子・おたふく生姜入りごはんレシピ
材料

カラミ石 赤レンガ塀

① お米をとぎ、ざるにあげておく。(15分ほど)

② 穴子の半量(しっぽの方)を千切りにする。

③ 生姜の皮をむき千切りにして、さっと水にさらす。

④ 炊飯器に米、◆の調味料を入れ、目盛りまで水を注いで軽く混ぜ、
②と③を加え、炊く。

⑤ 残りの穴子半量(頭の方)は一口大に切り、たれを絡める。

⑥ 炊き上がったらすぐに⑤を加え10分蒸らし、ふっくらと仕上げる。

⑦ しゃもじで軽く混ぜて器に盛る。
※お好みで三つ葉や大葉、錦糸卵、山椒をふる。

作り方

ススキまつり

鶴imoまつり

福崎秋まつり

人間将棋　姫路の陣

かみかわ商工祭

名水めぐり　ゆずマラニック

書写山もみじまつり

カーミンの収穫祭

姫路城・ナイトファンタジア
おとぎ幻影伝

第44回兵庫市川マラソン全国大会

平成30年度
埋蔵文化財発掘調査速報展

イベント名 開催場所 開催日 問い合わせ先（電話番号）

砥峰高原

鶴居地域活性化センター

福崎町文化センター・エルデホール

姫路城三の丸広場

神河町役場 本庁前広場

越知川名水街道沿い

書写山圓教寺

観光案内所前広場（寺前駅前）

姫路城 二の丸・お菊井戸・
備前丸・三国堀

市川町スポーツセンター

神崎郡歴史民俗資料館

10月20日

10月20日

11月2日

11月2日・3日

11月4日

11月10日

11月15日～17日

11月23日

11月9日～30日

2月16日

2月8日～３月31日

神河町観光協会

鶴居地域活性化協議会

福崎町地域振興課

姫路市観光振興課

神河町商工会

神河町観光協会

姫路市観光振興課

神河町観光協会

姫路城管理事務所

兵庫市川マラソン
全国大会事務局

神崎郡歴史民俗資料館

0790-34-1001

0790-28-1280

0790-22-0560

079-287-3652

0790-32-0295

0790-34-1001

079-287-3652

0790-34-1001

079-285-1146

0790-26-2131

0790-22-5699

開催場所 開催日

中播磨イベント情報
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