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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



  

意 見 交 換 会 の 結 果 発 表
平成24年7月21日(土)、姫路労働会館多目的ホールにて行われた夢会議には、１５０名の
地域のみなさんにご参加いただき、「発掘！　中播磨の地域資源」をテーマに、「B級グルメ」、
「祭」、「ロケ地」について、参加者全員で数え上げ、今後さらなる地域の魅力探しや魅力アッ
プ、さらには元気な中播磨づくりに向けた取組にど
のようにつなげていくかを考えました。
第1部では第6期中播磨地域ビジョン委員会山口政

勝副委員長より「改訂版中播磨地域ビジョンと、地域力指標について」、および
山崎整神戸新聞松方ホール館長より「中播磨地域資源発掘の旅へようこそ！」の
プレゼンテーションが行われ、第2部では参加者が「B級グルメ」、「祭」、「ロケ
地」の3つのテーマに分かれ、ワークショップを行いました。そして、第3部から
は井戸敏三知事を交え、今回、新たに発見された中播磨の資源の数の多さを楽
しむとともに、それらを活かした地域づくりについて意見交換が行われました。

中播磨地域夢会議が開催されました！

コメンテーターのみなさんのコメントコメンテーターのみなさんのコメント
【木多見委員長】
先程行われたワークショップの中で、盆・正月には帰省しないが、秋祭りには必ず帰ってく
る若者が多い、という話を聞きました。いったん故郷を離れた若者もまた帰って来たいと思う
機動力となる、そういうものを活かして魅力ある地域づくりに取り組んでいきたい、と気持ち
を新たにしました。
また、市川沿線の美しさや、播但線が走るのどかさなど、中播磨には美しい風景がたくさん
ある、という話が出てきました。そういったところを尋ね歩き、撮影会をし、さらには婚活の
場にもする･･･。自然豊かな美しい中播磨の風景を舞台にした婚活ができれば、またホテルと
は違った醍醐味があって面白いかもしれませんし、そういったことが元気な中播磨づくりに繋
がっていくかもしれませんね。

《B級グルメ》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

16 36 52

（意見交換会時に出た意見）
＊「姫路ブラジャー」？？？　→　ブランディーにジンジャエールを足したもの。
＊伝統ある食材を掘り起こせば新たな資源として脚光を浴びる可能性がある
のではないか？

《ロケ地》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

13 46 59

（意見交換会時に出た意見）

《祭り》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

25 35 60

（意見交換会時に出た意見）
＊若者の減少や地域の方々の高齢化に伴い、伝統ある祭りがなくなっ
てきている。そのお祭り（例祭）を復活し地域の交流の場にしたい。
＊屋台の呼び名が地域で違う。その伝統ある呼び名をこれからも途
絶えることなく、若者に伝えていきたい。

みなさんも、地域の食材を混ぜて
オリジナルの白玉づくりに挑戦してみてね！
詳しいレシピは、
http://web.pref.hyogo.jp/chk02/vision.htmlをチェック！

【兵庫県井戸知事】
今後はどういうふうに、地域資源同士を結びつけていくか、ということも大切だと思います。
地域資源は単に見るだけではなく、参加してもらう、参加・体験型の地域資源の売り出しを考
える必要があります。そう考えていくと、例えば陶芸は窯元がたくさんあるんですね。有名で
はないけど作家として頑張っている人は結構いますから、窯元巡りをし、ちょっと捻（ひね）ら
せてもらう。そして1週間後にぐい呑みが自分の家に届く、それでご当地の地酒を飲んだらさ
ぞ美味しい・・・・ひとつひとつの資源に付加価値をつけ、それをつなぎ、形にしていくような
ことを考えるということが大切だと思います。
もう一つは、シナリオ化しないといけない。古戦場には何もないが、どんな戦いがあったの
か想像力がかきたてられるような売り込みができるかにかかっています。特に西播磨、中播磨を含めて、是非がん
ばらなきゃいけないのが、銀の馬車道の先、生野と明延鉱山とを結んだ道、鉱石の道です。鉱石の道と銀の馬車道
をどうつなぐか。そういうものを作り上げていくのが大事です。それと、今のような製鉄法がなかった時は、砂鉄
をたたらという炭で溶かして鉄づくりしていました。たたらを再評価して、遺産化するというのが大事なんじゃな
いかというふうに思っています。
みなさんの意見で、酒を活かすというのが出てきたのですけど、同じ醸造という意味では、醤油もある。ですか
ら醸造ということで括って探す方法もあるかと思います。そうやって考えると、醤油はB級グルメの麺類につなが
る。また、お酒を考えると、やっぱり食べ物のあても重要ですね。そうすると、あて類を堀り当てても1つのジャン
ルになる。こうやって考えると、どんどん中播磨には掘り起こすべき資源は広がりますね。

【神戸新聞松方ホール山崎館長（前神戸新聞姫路支社長）】
中播磨といいますのは、むちゃくちゃ色んなものがある。ところが、地域の人はあんまり気
がついてないんですね。私は姫路支社で３年近く勤務しましたけれども、勤務してはじめて、
中播磨の良さが随分わかった。中播磨に住んでらっしゃる人たちはいかにすばらしい財産を
持っているかということに気付いたわけです。
今後、大切なことは、単に数え上げるのではなくて、色んなジャンルで分けていった方が数
えやすいのではないかと思うんです。たとえば、祭に出る屋台も地域によってずいぶん差があ
りますが、中播磨の屋台はかなり特殊です。西日本全域を１００としますと、中播磨界隈のみこ
し屋台は１くらいの割合となり、非常に珍しい。こういった工夫を重ねてアピールしていくこ

とで、さらに魅力的なものとして発信することもできます。
今、私はご当地ソングを発掘しているお話をしました。ご当地ソングには、歌い手やそれを支える人もいる。これ
も隠れた地域資源ではないかと思っております。このように考えると、まだまだ沢山の資源がこの地域に眠ってい
ることを改めて感じました。

第２部のワークショップでみなさんに数え上げていただいた結果、たくさんの中播磨のＢ級
グルメ、祭、ロケ地が発掘されました。みなさん、ご協力ありがとうございました！

　休憩時には、ビジョン委員会広報部会が開発した「銀馬車“夢”
白玉」を試食。４つのカラフルなおだんごの正体は、「緑＝姫路・
網干メロン」、「黄色の水玉＝神河・ゆず」、「薄茶色＝福崎・もち
むぎ」、「紫＝市川・無農薬・紫イモ」。銀の馬車道が繋ぐ各地のご
当地食材の魅力がぎっしり詰まった“夢”のスゥイーツです。

休憩時時には ビビビジビジ 委員会会広報部会 部会が開開発し

休憩中のスゥイーツについて休憩中のスゥイーツについて

アーモンドトースト・アナゴ寿司・
イカナゴの釘煮・がんこおやじの
かしわめし・からかわ・かりんとう
まんじゅう・ござ候・定釜鍋・駄菓
子（かりんとう）・どろ焼き・姫路
駅そば・姫路おでん・姫路ちゃん
ぽん焼きそば・平家そば（千が峯
そば）・もちむぎめん・やっさバー
ガー

英賀神社秋祭り・荒川神社秋祭り・魚吹八
幡神社秋祭り・恵美酒天満神社秋祭り・大
塩天満秋祭り・甲八幡神社秋祭り・熊野神
社秋祭り・書写山円教寺鬼追い会式「修正
会」・津田神社秋祭り・中島天満宮秋祭り・
八幡神社秋祭り・浜の宮天満宮秋祭り・播
磨国総社（一ツ山祭、三ツ山祭）・日吉神社
秋祭り・福崎井ノ口恵美酒神社・福崎神積
寺鬼追式・福崎町駅前稲荷まつり・市川町
屋形地蔵盆まつり・福崎町文珠山まつり・
福崎町山崎虫送り・松原八幡神社秋祭り
（灘のけんか祭り）・湊神社秋祭り・十二所
神社お菊祭り・神河町赤田の虫送り・姫路
ゆかた祭り（長壁神社）

内山邸（心の祭り）・亀山本徳寺・
好古園・小赤壁・書写山圓教寺・
砥峰高原・姫路港（飾磨港）・姫路
城・姫路市立動物園・姫路市立美
術館・増位山随願寺・峰山高原・
姫路文学館

あさり飯・あなご丼・家島の干ガレイ弁当・馬のしょうがやき・回転焼き（幻の網干沢田屋）・カキ弁当・勘兵
衛もち・けいらんまんじゅう・このしろ寿司・ごぼうせんべい・さばずし・鹿コロッケ・鹿肉しぐれ・鹿肉の
串カツ・鹿肉のハム・太市のたけのこご飯・鯛飯・どべら・ハーブジャム・馬車道ロール・バターどらやき・
姫路風たこ焼き（フェスタ・ソースづけ明石焼き）・姫路ブラジャー・姫ラスク・ひょっと・べにしょうがのてん
ぷら・ぽんぽんせんべい・まこも筍の炊き込みご飯・名城の酒（かくし蔵）・もちむぎカステラ・もち麦ソフト・
もち麦どらやき・やまぶきのつくだに・夢前の卵・夢そば・ワタリガニ飯

荒川神社八朔祭り・家島天神夏祭り・甘地虫送り・市原神社秋祭り・生矢神社秋祭り・置塩城祭り・
男山八幡宮厄神祭・お夏清十郎まつり（慶雲寺供養祭）・大歳神社秋祭り・春日神社秋祭り・蒲田
神社秋祭り・小松神社芽の輪くぐり・十二所神社秋祭り・新次神社秋祭り・正八幡神社子供奉納
相撲大会・大覚寺花祭り・大覚寺ゆかた祭り・太陽公園鶏足寺の火祭り・大国玉神社秋祭り・高
岳神社秋祭り・二之宮神社秋祭り・播磨国総社正月歳旦祭・姫路護国神社歳旦祭・姫路神社祭旦
祭・広峰神社お田植え祭り・広峰神社お柱祭り・広峰神社節分祭（護摩炊き）・広峰神社祈穀祭り・
広畑天満宮秋祭り・蛇穴神社とんぼ祭り・薬司神社祭り・破磐神社秋祭り・破磐神社虫送り・山田
大年神社秋祭り・若宮神社厄神祭

太市・暁晴山・愛宕相坂トンネル・網干交流館・網干の街並み･商店街・アルモニアッシ・家島神社・家島の
町並み・魚吹八幡神社・犬寺（ほうらく寺）・応聖寺・大河内･揚水ダム（エル・ビレッジ）・大塩の街並み・大
宮･夢前町並木道・男鹿島・越知の棚田・お通公園花田町・男山・男山八幡宮・笠形神社・笠形山・梶原家住宅・
加藤家・神積寺・景福寺周辺・県立大･本校校舎・御着城・猿田彦神社・塩田温泉上山旅館・鹿の壷・白国神社・
新野水車の里・須加院川・雪彦山･大天井岳・船場川沿い・船場御坊・太陽公園・手柄山中央公園・七種の滝・
浜側の工場群・播磨国総社・姫路獨協大学・福本遺跡・高丘神社・三木家住宅・龍門寺

＊姫路には都会からきれいな山・川・海まで揃っており、どんなシーンにも対応が可能。
＊実際に「ロケ地になった」という実績もさることながら、「ロケ地の候補地」となる素敵な場所がいっぱい。もっとPR
していきたい。
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は違った醍醐味があって面白いかもしれませんし、そういったことが元気な中播磨づくりに繋
がっていくかもしれませんね。

《B級グルメ》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

16 36 52

（意見交換会時に出た意見）
＊「姫路ブラジャー」？？？　→　ブランディーにジンジャエールを足したもの。
＊伝統ある食材を掘り起こせば新たな資源として脚光を浴びる可能性がある
のではないか？

《ロケ地》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

13 46 59

（意見交換会時に出た意見）

《祭り》
【発掘前】 【今回、新たに追加された資源】

発掘前 新発掘
＋ ＝

発掘後

25 35 60

（意見交換会時に出た意見）
＊若者の減少や地域の方々の高齢化に伴い、伝統ある祭りがなくなっ
てきている。そのお祭り（例祭）を復活し地域の交流の場にしたい。
＊屋台の呼び名が地域で違う。その伝統ある呼び名をこれからも途
絶えることなく、若者に伝えていきたい。

みなさんも、地域の食材を混ぜて
オリジナルの白玉づくりに挑戦してみてね！
詳しいレシピは、
http://web.pref.hyogo.jp/chk02/vision.htmlをチェック！

【兵庫県井戸知事】
今後はどういうふうに、地域資源同士を結びつけていくか、ということも大切だと思います。
地域資源は単に見るだけではなく、参加してもらう、参加・体験型の地域資源の売り出しを考
える必要があります。そう考えていくと、例えば陶芸は窯元がたくさんあるんですね。有名で
はないけど作家として頑張っている人は結構いますから、窯元巡りをし、ちょっと捻（ひね）ら
せてもらう。そして1週間後にぐい呑みが自分の家に届く、それでご当地の地酒を飲んだらさ
ぞ美味しい・・・・ひとつひとつの資源に付加価値をつけ、それをつなぎ、形にしていくような
ことを考えるということが大切だと思います。
もう一つは、シナリオ化しないといけない。古戦場には何もないが、どんな戦いがあったの
か想像力がかきたてられるような売り込みができるかにかかっています。特に西播磨、中播磨を含めて、是非がん
ばらなきゃいけないのが、銀の馬車道の先、生野と明延鉱山とを結んだ道、鉱石の道です。鉱石の道と銀の馬車道
をどうつなぐか。そういうものを作り上げていくのが大事です。それと、今のような製鉄法がなかった時は、砂鉄
をたたらという炭で溶かして鉄づくりしていました。たたらを再評価して、遺産化するというのが大事なんじゃな
いかというふうに思っています。
みなさんの意見で、酒を活かすというのが出てきたのですけど、同じ醸造という意味では、醤油もある。ですか
ら醸造ということで括って探す方法もあるかと思います。そうやって考えると、醤油はB級グルメの麺類につなが
る。また、お酒を考えると、やっぱり食べ物のあても重要ですね。そうすると、あて類を堀り当てても1つのジャン
ルになる。こうやって考えると、どんどん中播磨には掘り起こすべき資源は広がりますね。

【神戸新聞松方ホール山崎館長（前神戸新聞姫路支社長）】
中播磨といいますのは、むちゃくちゃ色んなものがある。ところが、地域の人はあんまり気
がついてないんですね。私は姫路支社で３年近く勤務しましたけれども、勤務してはじめて、
中播磨の良さが随分わかった。中播磨に住んでらっしゃる人たちはいかにすばらしい財産を
持っているかということに気付いたわけです。
今後、大切なことは、単に数え上げるのではなくて、色んなジャンルで分けていった方が数
えやすいのではないかと思うんです。たとえば、祭に出る屋台も地域によってずいぶん差があ
りますが、中播磨の屋台はかなり特殊です。西日本全域を１００としますと、中播磨界隈のみこ
し屋台は１くらいの割合となり、非常に珍しい。こういった工夫を重ねてアピールしていくこ

とで、さらに魅力的なものとして発信することもできます。
今、私はご当地ソングを発掘しているお話をしました。ご当地ソングには、歌い手やそれを支える人もいる。これ
も隠れた地域資源ではないかと思っております。このように考えると、まだまだ沢山の資源がこの地域に眠ってい
ることを改めて感じました。

第２部のワークショップでみなさんに数え上げていただいた結果、たくさんの中播磨のＢ級
グルメ、祭、ロケ地が発掘されました。みなさん、ご協力ありがとうございました！

　休憩時には、ビジョン委員会広報部会が開発した「銀馬車“夢”
白玉」を試食。４つのカラフルなおだんごの正体は、「緑＝姫路・
網干メロン」、「黄色の水玉＝神河・ゆず」、「薄茶色＝福崎・もち
むぎ」、「紫＝市川・無農薬・紫イモ」。銀の馬車道が繋ぐ各地のご
当地食材の魅力がぎっしり詰まった“夢”のスゥイーツです。

休憩時時には ビビビジビジ 委員会会広報部会 部会が開開発し

休憩中のスゥイーツについて休憩中のスゥイーツについて

アーモンドトースト・アナゴ寿司・
イカナゴの釘煮・がんこおやじの
かしわめし・からかわ・かりんとう
まんじゅう・ござ候・定釜鍋・駄菓
子（かりんとう）・どろ焼き・姫路
駅そば・姫路おでん・姫路ちゃん
ぽん焼きそば・平家そば（千が峯
そば）・もちむぎめん・やっさバー
ガー

英賀神社秋祭り・荒川神社秋祭り・魚吹八
幡神社秋祭り・恵美酒天満神社秋祭り・大
塩天満秋祭り・甲八幡神社秋祭り・熊野神
社秋祭り・書写山円教寺鬼追い会式「修正
会」・津田神社秋祭り・中島天満宮秋祭り・
八幡神社秋祭り・浜の宮天満宮秋祭り・播
磨国総社（一ツ山祭、三ツ山祭）・日吉神社
秋祭り・福崎井ノ口恵美酒神社・福崎神積
寺鬼追式・福崎町駅前稲荷まつり・市川町
屋形地蔵盆まつり・福崎町文珠山まつり・
福崎町山崎虫送り・松原八幡神社秋祭り
（灘のけんか祭り）・湊神社秋祭り・十二所
神社お菊祭り・神河町赤田の虫送り・姫路
ゆかた祭り（長壁神社）

内山邸（心の祭り）・亀山本徳寺・
好古園・小赤壁・書写山圓教寺・
砥峰高原・姫路港（飾磨港）・姫路
城・姫路市立動物園・姫路市立美
術館・増位山随願寺・峰山高原・
姫路文学館

あさり飯・あなご丼・家島の干ガレイ弁当・馬のしょうがやき・回転焼き（幻の網干沢田屋）・カキ弁当・勘兵
衛もち・けいらんまんじゅう・このしろ寿司・ごぼうせんべい・さばずし・鹿コロッケ・鹿肉しぐれ・鹿肉の
串カツ・鹿肉のハム・太市のたけのこご飯・鯛飯・どべら・ハーブジャム・馬車道ロール・バターどらやき・
姫路風たこ焼き（フェスタ・ソースづけ明石焼き）・姫路ブラジャー・姫ラスク・ひょっと・べにしょうがのてん
ぷら・ぽんぽんせんべい・まこも筍の炊き込みご飯・名城の酒（かくし蔵）・もちむぎカステラ・もち麦ソフト・
もち麦どらやき・やまぶきのつくだに・夢前の卵・夢そば・ワタリガニ飯

荒川神社八朔祭り・家島天神夏祭り・甘地虫送り・市原神社秋祭り・生矢神社秋祭り・置塩城祭り・
男山八幡宮厄神祭・お夏清十郎まつり（慶雲寺供養祭）・大歳神社秋祭り・春日神社秋祭り・蒲田
神社秋祭り・小松神社芽の輪くぐり・十二所神社秋祭り・新次神社秋祭り・正八幡神社子供奉納
相撲大会・大覚寺花祭り・大覚寺ゆかた祭り・太陽公園鶏足寺の火祭り・大国玉神社秋祭り・高
岳神社秋祭り・二之宮神社秋祭り・播磨国総社正月歳旦祭・姫路護国神社歳旦祭・姫路神社祭旦
祭・広峰神社お田植え祭り・広峰神社お柱祭り・広峰神社節分祭（護摩炊き）・広峰神社祈穀祭り・
広畑天満宮秋祭り・蛇穴神社とんぼ祭り・薬司神社祭り・破磐神社秋祭り・破磐神社虫送り・山田
大年神社秋祭り・若宮神社厄神祭

太市・暁晴山・愛宕相坂トンネル・網干交流館・網干の街並み･商店街・アルモニアッシ・家島神社・家島の
町並み・魚吹八幡神社・犬寺（ほうらく寺）・応聖寺・大河内･揚水ダム（エル・ビレッジ）・大塩の街並み・大
宮･夢前町並木道・男鹿島・越知の棚田・お通公園花田町・男山・男山八幡宮・笠形神社・笠形山・梶原家住宅・
加藤家・神積寺・景福寺周辺・県立大･本校校舎・御着城・猿田彦神社・塩田温泉上山旅館・鹿の壷・白国神社・
新野水車の里・須加院川・雪彦山･大天井岳・船場川沿い・船場御坊・太陽公園・手柄山中央公園・七種の滝・
浜側の工場群・播磨国総社・姫路獨協大学・福本遺跡・高丘神社・三木家住宅・龍門寺

＊姫路には都会からきれいな山・川・海まで揃っており、どんなシーンにも対応が可能。
＊実際に「ロケ地になった」という実績もさることながら、「ロケ地の候補地」となる素敵な場所がいっぱい。もっとPR
していきたい。
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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。

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

つ 安

な 元

中播磨地域
ビジョンの
４つの“夢”
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