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5月20日（土）第１回総会を開催しました。第８期ビジョン委員会、後半
一年のスタートです。

今回は、初めての試みで５つの部会・グループが平成２８年度事業報告と
平成２９年度事業計画をポスターセッションで発表しました。

委員の皆さんがコミュニケーションを取りながら、それぞれの活動を聞い
たり質問したり、参加者からは「各部会・グループの活動が、目に見えるスタ
イルで解説されていた。今後もこのスタイルで実施して欲しい。」との意見
もあり、大変好評でした。

　３月５日（日）兵庫県立ものづくり大学校講堂で、中播磨地域夢会議
を開催しました。「みんなが思い描く未来の中播磨」をテーマに、中播
磨地域ビジョン委員や住民など１２１名が、未来の中播磨の姿について
話し合いました。

第１部では、小学生から大学生までの若者が、観光ボランティアガイ
ドの活動や高齢者との交流・支援活動などの地域活動を報告した上
で、活動を通じて思い描く未来の中播磨について発表しました。

第２部では、みんなが思い描く未来の中播磨の姿と、その実現に向
けた地域づくり活動について話し合う、ワークショップを１０グループ
に別れて意見交換を行いました。

最後のまとめとして、
❶子どもの情緒を伸ばし、ふるさとを愛する人の多い中播磨にしたい。高齢者が子どもと一緒に遊びながら歴史や伝

統を伝える「つどい場」を小学校につくってはどうか。
❷姫路城など世界的な観光資源を生かした更なる観光振興に向け、姫路駅に開催中のイベントを一覧できるコーナー

を設置したり、播但線を外国人向けに乗り放題にしてはどうか。
など、参加者のみなさんの地域への思いや、元気な中播磨づくりへの意見が出されました。
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広報部会が主催して、ＰＣ（パソコン）、スマホ、タ
ブレットやネットの使い方など、それぞれの悩みを
個別に解決してソーシャルメディアの活用を促し、
ビジョン委員会の情報発信のパワーアップを図るこ
とを目的に開催しました。▶平成２８年度地域夢会議を開催

▶平成２９年度第１回総会

イベント名 開催場所 開催日

世界文化遺産・姫路城の夜間公開
「姫路城×彩時記」姫路城ファンタジーイルミネーション

姫路市姫路城管理事務所  
姫路市観光振興課

市川町銀の馬車道ネットワーク 
協議会

中播磨イベント情報中播磨イベント情報

ＳＮＳ交流サロンを開催
（５回開催　平成２９年１月～６月） 

　今回、初めてビジョン委員として地域行事の活動に参加し
たり、毎月の部会で防災のこと等を話し合ったり企画を考えた
りするのがとても楽しかったです。また、自分自身の勉強にも
なっています。 （安全安心　林委員）

　まだ１期目の活動中ですが「素晴らし
い中播磨」の現地・現物に見解を広める
ことができました。常に協働意識の高い
仲間がいるからこそ楽しい活動となって
います。
 これからの実のある活動
を広く発信していきたい
と考えています。
（食と交流　岡野委員）

　ビジョン活動？初めは意味もわからず、ボランティア精神で
参加して、２年目に入り、自分が何をすべきか、ようやく分かっ
てきました。人と自然が共生し助け合う町づくり、地域づくりを
目指します。 （自然　吉野委員）

　パソコンは指１本で入力。携帯はもちろんガラケー。それ
でも元気交流部会　歴史・文化・未来グループ
の仲間とＳＮＳを勉強中です。中播磨の魅力
を発信します！

（歴史・文化・未来　小林委員）

はじめてのため部会のたびに勉強させていただいて
おり、皆さんに付いていくのが、やっとの
状態です。そんな私ですが‥　子ども達の
夢と希望、未来のために頑張ります。

（希望　上田委員）

姫路城（有料区域内）
姫路城三の丸広場

各部会からのひとこと各部会からのひとこと
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０７９０－２８－１２５０

０７９０－２６－００９９

０７９０－３４－０７７７

０７９－２８７－３６５２

０７９０－２６－１０１５

０７９０－３４－０７７７

０７９０－２２－０５６０
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０７９－２８７－３６５２

総務課
０７９０－２６－１０１０
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私たち希望部会では、子育てに関わる活動を行ってきました。
児童虐待や里親制度についての勉強会、ひめじおんまつりへの参加、交流

メッセでの子ども参加型ブースの開設などを行いました。
そして、２年間の集大成として１２月３日（日）１２：００から「ようこそ子どもの
ゆめ動物園へ」というイベントを、姫路動物園を会場として行います。当日ま
であまり時間もありませんが、これまでに培ってきた各委員の経験・アイディ
アを活かしたあそびや展示を考えております。
一人でも多くの子どもたち、また子育て中のお母さんお父さん、おばあさ

んおじいさん方にご来場いただければありがたいです。委員一同でお待ちし
ています。

２月１８日（土）御国野小学校体育館にて御国野校区老人クラブと合同で体力測定会を開催しました。
体力測定は、記録の良し悪しでは無く、「自身の体力の現状を知る」ことにより、今後の体力維持に取り組むきっかけづ

くりが目的です。測定がスタートすると、みなさん一生懸命に取り組み、冬の寒さも吹き飛んだようです。また、「減災グッ
ズを備えよう」と題して、日頃から災害について備えの必要性を参加者のみなさんに伝えました。

１２月３日（日）「ようこそ子どものゆめ動物園」開催

平成30年1月20日（土）「第1回安全安心フォーラム」を開催します。（参加者募集中）
安全安心中播磨部会では、「みんなで地域の防災を考えよう　～高

齢者・障害者支援の視点から～」と題して、フォーラムを開催します。
地域で暮らす介護が必要な高齢者がこれからどんどん増えるこ

とが見込まれていますが、近年頻発する豪雨や地震などの災害に、
私たちは普段からどのような備えが必要でしょうか。兵庫県防災士
会の寺岡副理事長をお迎えして、お話しを聞いた後、参加者で意見
交換し、地域の防災意識の向上を目指します。 ８月２２日（火）網干区にあるエコパークあぼしで、

「リサイクル講座」を開催しました。
家庭から出るゴミが、どのように処理されているの

か。焼却施設や再資源化施設をミッションゲームにも
挑戦しながら見学した後、姫路市リサイクル推進課
職員の方から、「ごみを捨てるその前に～ごみから資
源へ～」と題して出前講座をしていただきました。姫
路市の家庭からのゴミの排出量が年々減少している
ことや分別して回収されたゴミが、卵のパックや段
ボールの原料などに再利用されていることを聞き、
ゴミを分別して廃棄することの大切さを改めて実感
しました。
例えば、ある地域では、スイカの皮は干して水分を蒸発させてからゴミとして出す習慣が
あります。体積が減り、燃えやすくなり生ゴミ焼却費の節約に大きく寄与します。私たちの
ちょっとした工夫で、ゴミを減らせるこの活動をすぐにでも始めてはと思いました。

　今年も委員の住む地域の公民館やゴミステーション脇
に設置しています。この夏は、ゴミ袋と水やりのバケ
ツが日課になりました。秋の開花が楽しみです。

　今年のテーマは、「いま　君が　ふるさと中播磨
の未来を語ろう」です。
　2030年頃の中播磨地域と兵庫県の姿について、
参加者全員で意見交換します。
　また、中播磨地域で地域活動に取り組む、学生団
体「ＤＥＮ」や「Ｒｅ．Ａｃｔ」の活動を紹介します。参加費
は無料ですので、是非、ご参加ください。

　中播磨地域ビジョン委員会は今年も出展します。
　食と交流グループは、中播磨の特産品である家島・坊勢産の穴子を使い、坊勢漁
師の嫁秘伝のたれを使った「家島の穴子ごはん」（無料）を提供します。このほか、
希望が育つ中播磨部会では、子どもが楽しめる工作など
を実施しますので、是非、メッセの中播磨地域ビジョン委
員会のテントにお越しください。

歴史・文化・未来グループでは、地域資源の再発見と未来への発信をテーマに、昨
年から銀の馬車道沿線でのフィールドワークを実施しています。
昨年は、姫路市南部、北部、福崎、神河、生野の各エリアの調査を終え、6月20日

には残っていた「市川地区」の調査を実施しました。播磨風土記に地名の由来が記
載されている「初鹿野」をスタートし銀の馬車道を南下しながら、豪族の敷地跡で
はないかと言われる「カマヤのグロ」、かつて宿場町として栄えた屋形地区をはじ
め、屋形橋、石神神社、飯盛山城跡など、馬車道沿線の関連施設や史跡をめぐり、市
川地区に広がる歴史・文化の理解が深まりました。
「歴史・文化・未来グループ」ではメンバーで見て歩いた地域の魅力を分かりやす
く発信するために、地図と動画が連動する「歴史文化未来マップ」を作成します。

食と交流グループは、6月3日（土）に妻鹿漁港のせりの見学に行き
ました。想像していた魚の生臭さもなく、心地よい海の風が出迎えて
くれました。家島や坊勢でとれた、活きのいい魚が次々とせりに掛
かっていきます。たくさんの種類の魚が水揚げされていました。活気
あるせり市を目の前で見学できました。
見学後、となりの「ＪＦぼうぜ姫路とれとれ市場」直売所を訪問しま

した。ここでは、活きのいい魚、加工品などを買うことができます。その奥に食
堂があり、播磨灘のとれたての海の幸を味わうことができます。我々も、お腹
いっぱい味わいました。資源豊かな播磨灘、おいしい魚をいつまでも食べること
ができるよう、美しい海を汚さないように守っていきたいと強く思いました。
食と交流グループはこのような市場見学や、中播磨地域の生産農場や工場を
訪問して、今後も食を通じて交流を深めていきたいと思っています。

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安全安心中播磨部会

元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）

元気交流中播磨部会（食と交流）元気交流中播磨部会（食と交流）自然豊かな中播磨部会自然豊かな中播磨部会
まちかどに、県花“のじ菊”を！

「リサイクル講座」を開催

昨年のメッセの様子

日　時：平成２９年１１月5日（日）１３：００～１６：００

場　所：県立ものづくり大学校 講堂（姫路市市之郷１００１－１）

申込先：中播磨県民センター 県民課（ビジョン担当） まで
（連絡先は裏表紙下段に記載）

日　時：平成２９年１０月２９日（日）10：00～

場　所：姫路飾万津臨港公園

11月5日（日）中播磨地域夢会議（参加者募集中）

10月29日（日）中播磨地域活動交流メッセ　

平成３０年１月２０日(土)13：00～16：00

兵庫県姫路総合庁舎内
職員福利センター3階大会議室

中播磨県民センター　
県民課（ビジョン担当）まで

（連絡先は、裏表紙下段に記載）

日　時：

場　所：

申込先：

体力測定会を開催

「歴史文化未来マップ」を作成しています。

鮮魚のせりの見学に行きました。

-3- -4--2-



私たち希望部会では、子育てに関わる活動を行ってきました。
児童虐待や里親制度についての勉強会、ひめじおんまつりへの参加、交流

メッセでの子ども参加型ブースの開設などを行いました。
そして、２年間の集大成として１２月３日（日）１２：００から「ようこそ子どもの
ゆめ動物園へ」というイベントを、姫路動物園を会場として行います。当日ま
であまり時間もありませんが、これまでに培ってきた各委員の経験・アイディ
アを活かしたあそびや展示を考えております。
一人でも多くの子どもたち、また子育て中のお母さんお父さん、おばあさ

んおじいさん方にご来場いただければありがたいです。委員一同でお待ちし
ています。

２月１８日（土）御国野小学校体育館にて御国野校区老人クラブと合同で体力測定会を開催しました。
体力測定は、記録の良し悪しでは無く、「自身の体力の現状を知る」ことにより、今後の体力維持に取り組むきっかけづ

くりが目的です。測定がスタートすると、みなさん一生懸命に取り組み、冬の寒さも吹き飛んだようです。また、「減災グッ
ズを備えよう」と題して、日頃から災害について備えの必要性を参加者のみなさんに伝えました。

１２月３日（日）「ようこそ子どものゆめ動物園」開催

平成30年1月20日（土）「第1回安全安心フォーラム」を開催します。（参加者募集中）
安全安心中播磨部会では、「みんなで地域の防災を考えよう　～高

齢者・障害者支援の視点から～」と題して、フォーラムを開催します。
地域で暮らす介護が必要な高齢者がこれからどんどん増えるこ

とが見込まれていますが、近年頻発する豪雨や地震などの災害に、
私たちは普段からどのような備えが必要でしょうか。兵庫県防災士
会の寺岡副理事長をお迎えして、お話しを聞いた後、参加者で意見
交換し、地域の防災意識の向上を目指します。 ８月２２日（火）網干区にあるエコパークあぼしで、

「リサイクル講座」を開催しました。
家庭から出るゴミが、どのように処理されているの

か。焼却施設や再資源化施設をミッションゲームにも
挑戦しながら見学した後、姫路市リサイクル推進課
職員の方から、「ごみを捨てるその前に～ごみから資
源へ～」と題して出前講座をしていただきました。姫
路市の家庭からのゴミの排出量が年々減少している
ことや分別して回収されたゴミが、卵のパックや段
ボールの原料などに再利用されていることを聞き、
ゴミを分別して廃棄することの大切さを改めて実感
しました。
例えば、ある地域では、スイカの皮は干して水分を蒸発させてからゴミとして出す習慣が
あります。体積が減り、燃えやすくなり生ゴミ焼却費の節約に大きく寄与します。私たちの
ちょっとした工夫で、ゴミを減らせるこの活動をすぐにでも始めてはと思いました。

　今年も委員の住む地域の公民館やゴミステーション脇
に設置しています。この夏は、ゴミ袋と水やりのバケ
ツが日課になりました。秋の開花が楽しみです。

　今年のテーマは、「いま　君が　ふるさと中播磨
の未来を語ろう」です。
　2030年頃の中播磨地域と兵庫県の姿について、
参加者全員で意見交換します。
　また、中播磨地域で地域活動に取り組む、学生団
体「ＤＥＮ」や「Ｒｅ．Ａｃｔ」の活動を紹介します。参加費
は無料ですので、是非、ご参加ください。

　中播磨地域ビジョン委員会は今年も出展します。
　食と交流グループは、中播磨の特産品である家島・坊勢産の穴子を使い、坊勢漁
師の嫁秘伝のたれを使った「家島の穴子ごはん」（無料）を提供します。このほか、
希望が育つ中播磨部会では、子どもが楽しめる工作など
を実施しますので、是非、メッセの中播磨地域ビジョン委
員会のテントにお越しください。

歴史・文化・未来グループでは、地域資源の再発見と未来への発信をテーマに、昨
年から銀の馬車道沿線でのフィールドワークを実施しています。
昨年は、姫路市南部、北部、福崎、神河、生野の各エリアの調査を終え、6月20日

には残っていた「市川地区」の調査を実施しました。播磨風土記に地名の由来が記
載されている「初鹿野」をスタートし銀の馬車道を南下しながら、豪族の敷地跡で
はないかと言われる「カマヤのグロ」、かつて宿場町として栄えた屋形地区をはじ
め、屋形橋、石神神社、飯盛山城跡など、馬車道沿線の関連施設や史跡をめぐり、市
川地区に広がる歴史・文化の理解が深まりました。
「歴史・文化・未来グループ」ではメンバーで見て歩いた地域の魅力を分かりやす
く発信するために、地図と動画が連動する「歴史文化未来マップ」を作成します。

食と交流グループは、6月3日（土）に妻鹿漁港のせりの見学に行き
ました。想像していた魚の生臭さもなく、心地よい海の風が出迎えて
くれました。家島や坊勢でとれた、活きのいい魚が次々とせりに掛
かっていきます。たくさんの種類の魚が水揚げされていました。活気
あるせり市を目の前で見学できました。
見学後、となりの「ＪＦぼうぜ姫路とれとれ市場」直売所を訪問しま

した。ここでは、活きのいい魚、加工品などを買うことができます。その奥に食
堂があり、播磨灘のとれたての海の幸を味わうことができます。我々も、お腹
いっぱい味わいました。資源豊かな播磨灘、おいしい魚をいつまでも食べること
ができるよう、美しい海を汚さないように守っていきたいと強く思いました。
食と交流グループはこのような市場見学や、中播磨地域の生産農場や工場を
訪問して、今後も食を通じて交流を深めていきたいと思っています。

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安全安心中播磨部会

元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）

元気交流中播磨部会（食と交流）元気交流中播磨部会（食と交流）自然豊かな中播磨部会自然豊かな中播磨部会
まちかどに、県花“のじ菊”を！

「リサイクル講座」を開催

昨年のメッセの様子

日　時：平成２９年１１月5日（日）１３：００～１６：００

場　所：県立ものづくり大学校 講堂（姫路市市之郷１００１－１）

申込先：中播磨県民センター 県民課（ビジョン担当） まで
（連絡先は裏表紙下段に記載）

日　時：平成２９年１０月２９日（日）10：00～

場　所：姫路飾万津臨港公園

11月5日（日）中播磨地域夢会議（参加者募集中）

10月29日（日）中播磨地域活動交流メッセ　

平成３０年１月２０日(土)13：00～16：00

兵庫県姫路総合庁舎内
職員福利センター3階大会議室

中播磨県民センター　
県民課（ビジョン担当）まで

（連絡先は、裏表紙下段に記載）

日　時：

場　所：

申込先：

体力測定会を開催

「歴史文化未来マップ」を作成しています。

鮮魚のせりの見学に行きました。

-3- -4--2-



私たち希望部会では、子育てに関わる活動を行ってきました。
児童虐待や里親制度についての勉強会、ひめじおんまつりへの参加、交流

メッセでの子ども参加型ブースの開設などを行いました。
そして、２年間の集大成として１２月３日（日）１２：００から「ようこそ子どもの
ゆめ動物園へ」というイベントを、姫路動物園を会場として行います。当日ま
であまり時間もありませんが、これまでに培ってきた各委員の経験・アイディ
アを活かしたあそびや展示を考えております。
一人でも多くの子どもたち、また子育て中のお母さんお父さん、おばあさ

んおじいさん方にご来場いただければありがたいです。委員一同でお待ちし
ています。

２月１８日（土）御国野小学校体育館にて御国野校区老人クラブと合同で体力測定会を開催しました。
体力測定は、記録の良し悪しでは無く、「自身の体力の現状を知る」ことにより、今後の体力維持に取り組むきっかけづ

くりが目的です。測定がスタートすると、みなさん一生懸命に取り組み、冬の寒さも吹き飛んだようです。また、「減災グッ
ズを備えよう」と題して、日頃から災害について備えの必要性を参加者のみなさんに伝えました。

１２月３日（日）「ようこそ子どものゆめ動物園」開催

平成30年1月20日（土）「第1回安全安心フォーラム」を開催します。（参加者募集中）
安全安心中播磨部会では、「みんなで地域の防災を考えよう　～高

齢者・障害者支援の視点から～」と題して、フォーラムを開催します。
地域で暮らす介護が必要な高齢者がこれからどんどん増えるこ

とが見込まれていますが、近年頻発する豪雨や地震などの災害に、
私たちは普段からどのような備えが必要でしょうか。兵庫県防災士
会の寺岡副理事長をお迎えして、お話しを聞いた後、参加者で意見
交換し、地域の防災意識の向上を目指します。 ８月２２日（火）網干区にあるエコパークあぼしで、

「リサイクル講座」を開催しました。
家庭から出るゴミが、どのように処理されているの

か。焼却施設や再資源化施設をミッションゲームにも
挑戦しながら見学した後、姫路市リサイクル推進課
職員の方から、「ごみを捨てるその前に～ごみから資
源へ～」と題して出前講座をしていただきました。姫
路市の家庭からのゴミの排出量が年々減少している
ことや分別して回収されたゴミが、卵のパックや段
ボールの原料などに再利用されていることを聞き、
ゴミを分別して廃棄することの大切さを改めて実感
しました。
例えば、ある地域では、スイカの皮は干して水分を蒸発させてからゴミとして出す習慣が
あります。体積が減り、燃えやすくなり生ゴミ焼却費の節約に大きく寄与します。私たちの
ちょっとした工夫で、ゴミを減らせるこの活動をすぐにでも始めてはと思いました。

　今年も委員の住む地域の公民館やゴミステーション脇
に設置しています。この夏は、ゴミ袋と水やりのバケ
ツが日課になりました。秋の開花が楽しみです。

　今年のテーマは、「いま　君が　ふるさと中播磨
の未来を語ろう」です。
　2030年頃の中播磨地域と兵庫県の姿について、
参加者全員で意見交換します。
　また、中播磨地域で地域活動に取り組む、学生団
体「ＤＥＮ」や「Ｒｅ．Ａｃｔ」の活動を紹介します。参加費
は無料ですので、是非、ご参加ください。

　中播磨地域ビジョン委員会は今年も出展します。
　食と交流グループは、中播磨の特産品である家島・坊勢産の穴子を使い、坊勢漁
師の嫁秘伝のたれを使った「家島の穴子ごはん」（無料）を提供します。このほか、
希望が育つ中播磨部会では、子どもが楽しめる工作など
を実施しますので、是非、メッセの中播磨地域ビジョン委
員会のテントにお越しください。

歴史・文化・未来グループでは、地域資源の再発見と未来への発信をテーマに、昨
年から銀の馬車道沿線でのフィールドワークを実施しています。
昨年は、姫路市南部、北部、福崎、神河、生野の各エリアの調査を終え、6月20日

には残っていた「市川地区」の調査を実施しました。播磨風土記に地名の由来が記
載されている「初鹿野」をスタートし銀の馬車道を南下しながら、豪族の敷地跡で
はないかと言われる「カマヤのグロ」、かつて宿場町として栄えた屋形地区をはじ
め、屋形橋、石神神社、飯盛山城跡など、馬車道沿線の関連施設や史跡をめぐり、市
川地区に広がる歴史・文化の理解が深まりました。
「歴史・文化・未来グループ」ではメンバーで見て歩いた地域の魅力を分かりやす
く発信するために、地図と動画が連動する「歴史文化未来マップ」を作成します。

食と交流グループは、6月3日（土）に妻鹿漁港のせりの見学に行き
ました。想像していた魚の生臭さもなく、心地よい海の風が出迎えて
くれました。家島や坊勢でとれた、活きのいい魚が次々とせりに掛
かっていきます。たくさんの種類の魚が水揚げされていました。活気
あるせり市を目の前で見学できました。
見学後、となりの「ＪＦぼうぜ姫路とれとれ市場」直売所を訪問しま

した。ここでは、活きのいい魚、加工品などを買うことができます。その奥に食
堂があり、播磨灘のとれたての海の幸を味わうことができます。我々も、お腹
いっぱい味わいました。資源豊かな播磨灘、おいしい魚をいつまでも食べること
ができるよう、美しい海を汚さないように守っていきたいと強く思いました。
食と交流グループはこのような市場見学や、中播磨地域の生産農場や工場を
訪問して、今後も食を通じて交流を深めていきたいと思っています。

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安全安心中播磨部会

元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）元気交流中播磨部会（歴史・文化・未来）

元気交流中播磨部会（食と交流）元気交流中播磨部会（食と交流）自然豊かな中播磨部会自然豊かな中播磨部会
まちかどに、県花“のじ菊”を！

「リサイクル講座」を開催

昨年のメッセの様子

日　時：平成２９年１１月5日（日）１３：００～１６：００

場　所：県立ものづくり大学校 講堂（姫路市市之郷１００１－１）

申込先：中播磨県民センター 県民課（ビジョン担当） まで
（連絡先は裏表紙下段に記載）

日　時：平成２９年１０月２９日（日）10：00～

場　所：姫路飾万津臨港公園

11月5日（日）中播磨地域夢会議（参加者募集中）

10月29日（日）中播磨地域活動交流メッセ　

平成３０年１月２０日(土)13：00～16：00

兵庫県姫路総合庁舎内
職員福利センター3階大会議室

中播磨県民センター　
県民課（ビジョン担当）まで

（連絡先は、裏表紙下段に記載）

日　時：

場　所：

申込先：

体力測定会を開催

「歴史文化未来マップ」を作成しています。

鮮魚のせりの見学に行きました。
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5月20日（土）第１回総会を開催しました。第８期ビジョン委員会、後半
一年のスタートです。

今回は、初めての試みで５つの部会・グループが平成２８年度事業報告と
平成２９年度事業計画をポスターセッションで発表しました。

委員の皆さんがコミュニケーションを取りながら、それぞれの活動を聞い
たり質問したり、参加者からは「各部会・グループの活動が、目に見えるスタ
イルで解説されていた。今後もこのスタイルで実施して欲しい。」との意見
もあり、大変好評でした。

　３月５日（日）兵庫県立ものづくり大学校講堂で、中播磨地域夢会議
を開催しました。「みんなが思い描く未来の中播磨」をテーマに、中播
磨地域ビジョン委員や住民など１２１名が、未来の中播磨の姿について
話し合いました。

第１部では、小学生から大学生までの若者が、観光ボランティアガイ
ドの活動や高齢者との交流・支援活動などの地域活動を報告した上
で、活動を通じて思い描く未来の中播磨について発表しました。

第２部では、みんなが思い描く未来の中播磨の姿と、その実現に向
けた地域づくり活動について話し合う、ワークショップを１０グループ
に別れて意見交換を行いました。

最後のまとめとして、
❶子どもの情緒を伸ばし、ふるさとを愛する人の多い中播磨にしたい。高齢者が子どもと一緒に遊びながら歴史や伝

統を伝える「つどい場」を小学校につくってはどうか。
❷姫路城など世界的な観光資源を生かした更なる観光振興に向け、姫路駅に開催中のイベントを一覧できるコーナー

を設置したり、播但線を外国人向けに乗り放題にしてはどうか。
など、参加者のみなさんの地域への思いや、元気な中播磨づくりへの意見が出されました。

姫路城観月会

福崎秋まつり

人間将棋　姫路の陣

かみかわ商工祭

鶴居城山ハイキング

いちかわ商工祭

越知川名水秋物語 マラニック

書写山もみじまつり

秋の収穫祭

カーミンの収穫祭

福崎町自然歩道を歩こう大会

カーミンのクリスマス会

銀の馬車道人情喜劇

市川マラソン全国大会

姫路城三の丸広場

福崎町文化センター・エルデホール等

姫路城三の丸広場

役場前広場

鶴居城山

市川町文化センター

越知川沿線

書写山円教寺

リフレッシュパーク市川

案内所前広場

福崎町内

カーミンの観光案内所

市川町文化センター

市川町スポーツセンター

10月4日

１１月３日・４日

１１月４日・５日

11月5日

11月5日

１１月１０日～２６日

11月12日

11月12日

１１月１７日～１９日

11月19日

11月23日

11月23日

12月23日

1月14日

２月上旬

姫路城イベント実行委員会

福崎町地域振興課

姫路市観光振興課

神河町商工会

鶴居城山城址の会

市川町商工会

神河町観光協会 

姫路市観光振興課

市川町

神河町観光協会

福崎町住民生活課

神河町観光協会

市川町スポーツセンター

問い合わせ先（電話番号）

広報部会が主催して、ＰＣ（パソコン）、スマホ、タ
ブレットやネットの使い方など、それぞれの悩みを
個別に解決してソーシャルメディアの活用を促し、
ビジョン委員会の情報発信のパワーアップを図るこ
とを目的に開催しました。▶平成２８年度地域夢会議を開催

▶平成２９年度第１回総会

イベント名 開催場所 開催日

世界文化遺産・姫路城の夜間公開
「姫路城×彩時記」姫路城ファンタジーイルミネーション

姫路市姫路城管理事務所  
姫路市観光振興課

市川町銀の馬車道ネットワーク 
協議会

中播磨イベント情報中播磨イベント情報

ＳＮＳ交流サロンを開催
（５回開催　平成２９年１月～６月） 

　今回、初めてビジョン委員として地域行事の活動に参加し
たり、毎月の部会で防災のこと等を話し合ったり企画を考えた
りするのがとても楽しかったです。また、自分自身の勉強にも
なっています。 （安全安心　林委員）

　まだ１期目の活動中ですが「素晴らし
い中播磨」の現地・現物に見解を広める
ことができました。常に協働意識の高い
仲間がいるからこそ楽しい活動となって
います。
 これからの実のある活動
を広く発信していきたい
と考えています。
（食と交流　岡野委員）

　ビジョン活動？初めは意味もわからず、ボランティア精神で
参加して、２年目に入り、自分が何をすべきか、ようやく分かっ
てきました。人と自然が共生し助け合う町づくり、地域づくりを
目指します。 （自然　吉野委員）

　パソコンは指１本で入力。携帯はもちろんガラケー。それ
でも元気交流部会　歴史・文化・未来グループ
の仲間とＳＮＳを勉強中です。中播磨の魅力
を発信します！

（歴史・文化・未来　小林委員）

はじめてのため部会のたびに勉強させていただいて
おり、皆さんに付いていくのが、やっとの
状態です。そんな私ですが‥　子ども達の
夢と希望、未来のために頑張ります。

（希望　上田委員）

姫路城（有料区域内）
姫路城三の丸広場

各部会からのひとこと各部会からのひとこと

０７９－２４０－６０２９

０７９０－２２－０５６０

０７９－２８７－３６５２

０７９０－３２－０２９５

０７９０－２８－１２５０

０７９０－２６－００９９

０７９０－３４－０７７７

０７９－２８７－３６５２

０７９０－２６－１０１５

０７９０－３４－０７７７

０７９０－２２－０５６０

０７９０－３４－０７７７

０７９０－２６－２１３１

０７９－２８５－１１４５
０７９－２８７－３６５２

総務課
０７９０－２６－１０１０
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5月20日（土）第１回総会を開催しました。第８期ビジョン委員会、後半
一年のスタートです。

今回は、初めての試みで５つの部会・グループが平成２８年度事業報告と
平成２９年度事業計画をポスターセッションで発表しました。

委員の皆さんがコミュニケーションを取りながら、それぞれの活動を聞い
たり質問したり、参加者からは「各部会・グループの活動が、目に見えるスタ
イルで解説されていた。今後もこのスタイルで実施して欲しい。」との意見
もあり、大変好評でした。

　３月５日（日）兵庫県立ものづくり大学校講堂で、中播磨地域夢会議
を開催しました。「みんなが思い描く未来の中播磨」をテーマに、中播
磨地域ビジョン委員や住民など１２１名が、未来の中播磨の姿について
話し合いました。

第１部では、小学生から大学生までの若者が、観光ボランティアガイ
ドの活動や高齢者との交流・支援活動などの地域活動を報告した上
で、活動を通じて思い描く未来の中播磨について発表しました。

第２部では、みんなが思い描く未来の中播磨の姿と、その実現に向
けた地域づくり活動について話し合う、ワークショップを１０グループ
に別れて意見交換を行いました。

最後のまとめとして、
❶子どもの情緒を伸ばし、ふるさとを愛する人の多い中播磨にしたい。高齢者が子どもと一緒に遊びながら歴史や伝

統を伝える「つどい場」を小学校につくってはどうか。
❷姫路城など世界的な観光資源を生かした更なる観光振興に向け、姫路駅に開催中のイベントを一覧できるコーナー

を設置したり、播但線を外国人向けに乗り放題にしてはどうか。
など、参加者のみなさんの地域への思いや、元気な中播磨づくりへの意見が出されました。

姫路城観月会

福崎秋まつり

人間将棋　姫路の陣

かみかわ商工祭

鶴居城山ハイキング

いちかわ商工祭

越知川名水秋物語 マラニック

書写山もみじまつり

秋の収穫祭

カーミンの収穫祭

福崎町自然歩道を歩こう大会

カーミンのクリスマス会

銀の馬車道人情喜劇

市川マラソン全国大会

姫路城三の丸広場

福崎町文化センター・エルデホール等

姫路城三の丸広場

役場前広場

鶴居城山

市川町文化センター

越知川沿線

書写山円教寺

リフレッシュパーク市川

案内所前広場

福崎町内

カーミンの観光案内所

市川町文化センター

市川町スポーツセンター

10月4日

１１月３日・４日

１１月４日・５日

11月5日

11月5日

１１月１０日～２６日

11月12日

11月12日

１１月１７日～１９日

11月19日

11月23日

11月23日

12月23日

1月14日

２月上旬

姫路城イベント実行委員会

福崎町地域振興課

姫路市観光振興課

神河町商工会

鶴居城山城址の会

市川町商工会

神河町観光協会 

姫路市観光振興課

市川町

神河町観光協会

福崎町住民生活課

神河町観光協会

市川町スポーツセンター

問い合わせ先（電話番号）

広報部会が主催して、ＰＣ（パソコン）、スマホ、タ
ブレットやネットの使い方など、それぞれの悩みを
個別に解決してソーシャルメディアの活用を促し、
ビジョン委員会の情報発信のパワーアップを図るこ
とを目的に開催しました。▶平成２８年度地域夢会議を開催

▶平成２９年度第１回総会

イベント名 開催場所 開催日

世界文化遺産・姫路城の夜間公開
「姫路城×彩時記」姫路城ファンタジーイルミネーション

姫路市姫路城管理事務所  
姫路市観光振興課

市川町銀の馬車道ネットワーク 
協議会

中播磨イベント情報中播磨イベント情報

ＳＮＳ交流サロンを開催
（５回開催　平成２９年１月～６月） 

　今回、初めてビジョン委員として地域行事の活動に参加し
たり、毎月の部会で防災のこと等を話し合ったり企画を考えた
りするのがとても楽しかったです。また、自分自身の勉強にも
なっています。 （安全安心　林委員）

　まだ１期目の活動中ですが「素晴らし
い中播磨」の現地・現物に見解を広める
ことができました。常に協働意識の高い
仲間がいるからこそ楽しい活動となって
います。
 これからの実のある活動
を広く発信していきたい
と考えています。
（食と交流　岡野委員）

　ビジョン活動？初めは意味もわからず、ボランティア精神で
参加して、２年目に入り、自分が何をすべきか、ようやく分かっ
てきました。人と自然が共生し助け合う町づくり、地域づくりを
目指します。 （自然　吉野委員）

　パソコンは指１本で入力。携帯はもちろんガラケー。それ
でも元気交流部会　歴史・文化・未来グループ
の仲間とＳＮＳを勉強中です。中播磨の魅力
を発信します！

（歴史・文化・未来　小林委員）

はじめてのため部会のたびに勉強させていただいて
おり、皆さんに付いていくのが、やっとの
状態です。そんな私ですが‥　子ども達の
夢と希望、未来のために頑張ります。

（希望　上田委員）

姫路城（有料区域内）
姫路城三の丸広場

各部会からのひとこと各部会からのひとこと
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