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はりまが Vol.

9月11日（土）姫路労働会館にて
『地域ビジョンFESTA in中播磨』開催 ! !

グループ活動レポート
中播磨地域ビジョンの実現に向け、第 期中播磨地域ビジョン委員（99名）が つのグループに分かれて活動し
ています。第 期の活動も 年目になり、昨年度の活動を活かし、さらなる地域づくり、人づくりを進めていきた
いと思います。
第 期のテーマは、「総合力を発揮し、活動の輪を拡げよう」です。今年度は『地域ビジョンFESTA in 中播磨』
も開催し、地域の皆さまとの交流をめざします。
ぜひ皆さまも活動に参加してみてください。

①

子育て支援、地域で大きく
育てよう！
！グループ

4月29日（木・祝）姫路市山田町牧野キャンプ場で行わ
れた
「春の感謝祭」で昨年度から練習していた寸劇を披露し
ました。

集合写真

③

寸劇の様子

ふれあい交流の場「夢サロン」
開催グループ

5月29日（土）香寺町北恒屋の お米づくりにチャレン
ジ 会場で田植えを行いました。お昼ご飯はみんなでカレ
ーを作って食べました。
今年もたくさん収穫
できますように★

お米づくりに
チャレンジ
参加者募集中！

【お問い合わせ先】
090−8449−9221
（中杉）

⑤

中播磨の高齢者健康づくり
② グループ
今年度も引き続き、校区老人会に
て、体力測定会を実施します。今年
度からはさらにニュースポーツの指
導も行っていきます。（囲碁ボー
ル・ペタンク・ツウゲットボール）
皆さまの校区でも実施してみませ
んか？
お問い合わせは中播磨県民局総務
室地域企画課まで。

④

地域一体となった防犯への
取り組みグループ

昨年度に引き続き、防犯
灯と防犯カメラの検証を行
っています。最近発売され
たLED防犯灯は、従来の防
犯灯に比べ、明るく広範囲
を照らすことができるた
め、更なる防犯効果が期待
できます。また防犯カメラ
設置地区では、設置前に比
べ犯罪の件数が減っている
ことがわかりました。

田植えの様子

子ども見守りカメラ

たのしい絵マップ〜地域と施設・作業所をつなぐ〜グループ

たのしい絵マップ〜ひろがり〜 が完成しまし
た！中播磨地域の50を越える福祉施設・作業所を
掲載しています。姫路市役所、各町役場などに置い
ています。ぜひ、お手にとってご覧ください。

表紙

施設紹介面

⑥ 「山・川・海」子どものための

水のネットワークづくりグループ

当グループでは、自然環境保全に取り組む団体のネット
ワークづくりの推進を行っています。今年度は、9月20日
（月・祝）に淡路島を訪れ、良質な海の環境に触れること
により、さらに自
然環境保全につい
て考えていきたい
と思います。

⑦

ゴミ減量化活動の輪を
拡げようグループ

7月4日（日）に開催された平成22年度第1回総会で、
エコキャップ運動を呼びかけました。9月11日（土）の
『地域ビジョンFESTA in 中播磨』で回収を行います。
ペットボトルのキャップ800個でポリオワクチン1人分
に相当し、1人の子どもの命が救え
ます。小さなキャップも、大きな資
源になります。
皆さまもご家庭などで集めていた
だ い た キ ャ ッ プ を 『 地 域 ビ ジ ョン
FESTA』の当日、会場にお持ちく
ださい。
ご協力お願いいたします。

成ヶ島海岸

⑧

歴史街道「銀の馬車道」で
つなぐ人と文化グループ

7月2日（金）『香川県直島バスツアー〜海の銀の馬車道
〜』に行ってきました。
かつて、銀の馬車道で飾磨港まで運ばれた生野銀山の鉱
石は、瀬戸内海を渡り、香川県直島にある三菱マテリアル
㈱直島製錬所で精錬され、製品となりました。当時の面影
の残る製錬所を見学し、銀の馬車道が使われていた頃の活
気に触れてきました。

三菱マテリアルにて

グルメコーナー
絶品！おすすめあなごレシピ

『あなごと夏野菜の冷やし蕎麦』
◆材料（2人前）
・焼きあなご
1匹
・蕎麦（乾麺） 160g
・大 葉
4枚
・ゴボウ
1本
・きゅうり
1/2本
・海苔、めんつゆ適量
・トマト、貝割れ、枝豆、
トウモロコシはお好みで

◆作り方
①焼きあなごを一口大のそぎ切りにし、合わせ調味料（砂糖・醤油・酒・みりん）で弱
火でコトコト煮汁がなくなるまで煮る。
②ささがきにしたゴボウをゆでる。きゅうり・大葉は千切りにしておく。
お好みでトマト・貝割れ・枝豆・トウモロコシなどを用意する。
③蕎麦がゆであがったら、しっかり氷水で冷やしよく水を切る。
④蕎麦に②と刻み海苔をのせ、盛りつける。
⑤めんつゆをかける。
レシピ提供 三村晴美

⑨

交流で育む産業づくり

〜新たな中播磨の名物を体験・発見〜グループ

当グループでは、現在、『あなご料理アイデアコンテス
ト』を実施中です。8月10日（火）で応募を締め切り、一
次審査（書類審査）を通過された方による二次審査（実
演・試食審査）を8月22日（日）に行います。
「親しまれる普及性・栄養バランス・おいしさ・創造性・
見栄え」を考慮して審査を行い、見事選ばれた優秀作品3
点は、姫路市内の有名料理店で期間限定メニューに採用さ
れるほか、9月11日（土）『地域ビ
ジョンFESTA in 中播磨』会場でも
限定販売を行います！
会場では、優秀者3名の表彰式及
び「播州あなご大使」任命式を行い
ます。次回のHariMagaにも優秀作
品を掲載しますので、お楽しみに★

中播磨イベント情報（9月〜12月）
●地域ビジョンFESTA in中播磨
平成22年9月11日（土）姫路労働会館
●銀の馬車道縦走ウォーク
平成22年9月25日（土）、26日（日）生野〜飾磨
●銀の馬車道サイクリング
平成22年11月上旬 生野〜飾磨
●姫路食博2010
平成22年11月12日（金）、13日（土）、14日（日） 姫路大手前公園
●映画「ノルウェイの森」公開
平成22年12月11日（土）

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 総務室 地域ビジョン担当
電話（０７９）
２８１-９０５３ FAX
（079）
285-1102
メール：nkharimasom@pref.hyogo.jp
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地域ビジョン
FESTA
in中播磨
と き 10：00〜16：00
ところ 姫路労働会館
（姫路市北条）

テージ
ス
ン
イ
》
メ
ホール
多目的

《３階
◆開会式
・委員長あいさつ
・オープニング演劇（銀の馬車道劇団）
◆ゆるキャラ一斉集合!！（２回公演）
◆○×クイズ
正解者にはノジギクの苗や絵はがきプレゼント♪
◆ちびっこステージ（コーラス・ダンス）
◆あなご料理アイデアコンテスト 表彰式
播州あなご大使 任命式
◆全体フォーラム
◆閉会式

展示コ
ーナー

ビジョ
ン
体験し の活動に触れ
てみよ
て
う!！
（１０：３０〜・１２：００〜・１３：３０〜）
《２階 第１・２会議室》
☆体力測定会
☆輪投げにチャレンジ ! !
成功した人には、
銀馬車ステッカー
プレゼント ! !

《２階 第３会議室》
☆グループ活動紹介コーナー
・パネル展示
・昔遊び体験（折り紙など）

《２階 サークル室A》
☆生ごみ処理機実演紹介コーナー
☆エコキャップ回収コーナー
当日、エコキャップを持ってきてくださった方、
先着100名さまにEM活性液プレゼント!！

《２階 サークル室B》
☆グループ活動紹介コーナー

ゆるキャ
ラ大集合
!!

中播磨地域のゆるキャラが
一斉集合 ! ! 昨年デビューしたばかりの
新ゆるキャラたちもやってきます。
みんなに会いに来てね！

ぼくの
おともだちを
紹介するね!!

しろまるひめ
（姫路市）

か〜みん
（神河町）

ひまりん
（市川町）

フクちゃん・サキちゃん
（福崎町）

食ブース
☆あなご料理アイデアコンテスト優秀作品のお弁当販売
姫路市内有名料理店による商品化！!
☆中播磨地域の授産施設のクッキーやパンの販売
館内のカフェで食べられるよ♪
☆中播磨地域ビジョン屋台村
・やきとり・焼きそば・たこ焼き
銀の馬車道にちなんだ新メニューなど、
中播磨の新しいご当地グルメを発信！

中播磨の特産物販売コーナー
☆棚田LOVER s（新鮮野菜）
☆香寺ハーブガーデン

（ハーブを使ったパン、ハーブティーなど）

・パネル展示

☆電博堂（銀の馬車道関連商品）
☆その他中播磨地域のうまいもの大集合！

スタンプラリークイズ
会場内の各ポイントには、中播磨の地域にちなんだクイズや、中播磨の未来についての
質問が用意されており、すべてのポイントをまわってスタンプを
集めると、もれなく楽しい銀の馬車道グッズがもらえます。
さらに抽選で素敵な景品も当たります！
ぜひみんな参加してね！
◇主催◇ 中播磨地域ビジョン委員会 中播磨県民局
◇お問い合わせ先◇ 中播磨県民局総務室地域企画課

TEL

(079)281-9059

