
北播磨地域ビジョン委員会「文化が花開く分科会」第８回記録 

 

１ 日 時：令和３年４月１２日（月） １３：３０～１５：００ 

 

２ 場 所：兵庫県社総合庁舎 本館１階入札室 

 

３ 参加者：１０名 

 

４ 内 容：  

（１）実践活動について 

    ①北播磨の「祭り」について 

     ・３７の候補から３０の祭りを選ぶ。 

         別紙１のとおり加除する。今後さらに見直す。 

     ・パンフレットの配布先、対象の明確化 

         小学校３年生で地域の歴史を学ぶ（教育委員会確認） 

         サービスエリアや道の駅、市の公民館等 

     ・パンフレットの説明文の見直し 

         各市町担当の祭りの説明文を、小学生３年生程度でも理解できるような

文書で１５０文字程度に見直す。 

         写真は、掲載可能なものを手配する。 

     ・祭り取材のスケジュールと担当 

         ４月、５月開催予定の祭りは、コロナの影響で中止または関係者だけで

神事のみ行われるので、取材はできない。 

     ・パンフレットのタイトル（別紙２） 

         現在のタイトル候補の中から、今後パンフレットの作成や配布先を検討

しながら決めていく。 

        

    ②郷土歴史セミナーと現地学習について 

     ・打合せ経過報告（別紙３のとおり） 

     ・チラシは、「北播磨郷土歴史セミナー」を 6 回シリーズとして 1 枚に掲載する。 

     

③北播磨ゆかりの作家、芸術家の掘り起こしと講演会等について 

       ・○○委員より、多可町出身の臼井三平氏（数学者）は、講演の依頼は可能。 

        多可町で「おもしろ算数教室」を開催されたことがある。 

            →具体的に講演を依頼してみる（１月頃） 

 

 

        次回開催予定： ５月 １０日（月）１３：３０～      

                   於：社総合庁舎 本館１階入札室   

 

 

 

 

 



（別紙１） 

“祭り３０選”候補 
 

【加東市】 

(×)①佐保神社 春祭り  削除 

(  )②清水寺 鴨川桜祭り（４月） 

(  )③秋津住吉神社 百石踊 （４月２９日） 

(  )④滝野花まつり・あゆ祭り （５月３日） 

(  )⑤朝光寺 鬼追踊 （５月５日） 

(×)⑥加東市花火大会 （８月第１水曜日） 削除 

 (  )⑦上鴨川住吉神社 神事舞 （１０月第１土・日曜日） 

(  )⑧佐保神社 秋祭り （１０月） 

【加西市】 

(  )⑨東光寺 田遊び・鬼会 （１月８日） 

             (  )⑩住吉神社 北条節句祭 （４月第１土・日曜日） 

             (  )⑪日吉神社 秋祭り （１０月第２日曜日） 

             (  )⑫石部神社 秋祭り （１０月第２日曜日） 

             (  )⑬高峰神社 秋祭り （１０月第２日曜日） 

【三木市】 

(  )⑭蓮華寺 鬼追い踊り（２月第１日曜日） 

(  )⑮御坂神社 御弓祭 （２月１１日）  

(  )⑯別所公春祭り   （５月５日） 

(  )⑰夏の義民祭    （７月１８日） 

(  )⑱若宮神社 秋祭り （１０月第１日曜日） 

             (  )⑲大宮神宮 秋祭り （１０月第２土・日曜日） 

(  )⑳岩壷神社 例祭  （１０月第３土・日曜日） 

             (  )㉑伽耶院 大護摩  （１０月第２月曜日） 

             (  )㉒ふいご祭     （１２月第１日曜日） 

【小野市】 

(  )㉓鍬渓神社 的神事 （１月７日） 

             (×)㉔小野陣屋まつり  （３月第１土・日曜日） 削除 

             (×)㉕小野まつり    （８月第３土・日曜日） 削除 

             (  )㉖西脇若一神社 奉納獅子舞 （１０月第２日曜日） 

     (    ) 住吉神社例大祭  （１０月第２日曜日） 追加 

     (  ) 久保木神社の秋祭り（１０月最終土・日曜日） 追加 

     (    ) 愛宕神社えびす祭り（１月９・１０日） 追加 

【西脇市】 

(   )㉗妙覚寺 ワラワラ （１月４日）  

(   )㉘長明寺「頼政祭」 （４月２９日） 

(  )㉘石上神社 なまずおさえ神事 （１０月第２日曜日） 

(  )㉚八幡神社 お笑い神事    （１０月第２日曜日） 

(  )㉛兵主神社秋祭り レッケイ  （１０月第２日曜日） 

(  )㉜春日神社 例大祭 暴れ太鼓 （１０月第２日曜日） 

         

【多可町】 

(  )㉝八幡神社 湯立て （１月中旬） 

(  )㉞日光寺文殊堂 文殊まつり （１月２５日の前の曜日） 

(  )㉟大和 楊柳寺 千灯会 （７月下旬）  

(  )㊱豊部 五社神社 秋祭り（１０月第２土・日曜日）  

(  )㊲大歳 金刀比羅神社 こんぴら祭り （１１月下旬） 

 



（別紙２） 

タイトル候補 

 

 

５票 ①未来に継ぐ  

北播磨のまつり３０選 
 

 

５票 ②未来の子供たちに残したい  

北播磨の伝統文化“祭り３０選” 
 

 

５票 ③きっと何かを感じる！  

  北播磨“伝統の祭り３０選”  
 

 

４票 ④行ってみませんか？   

ふるさと北播磨のまつり 
 

 

４票 ⑤大切にしたい‼ 

  “ふるさと北播磨まつり３０選” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３） 

            郷土歴史セミナー 

 

 【小野市】 

・開催日は、３月第１週か第２週の日曜日を計画 

・小野市好古館で館長に“陣屋について”の講演を依頼 

・「小野陣屋まつり」や「ビックひな祭り」に合わせたセミナー 

 

 

   【三木市】 

       ・みき歴史資料館で４０人規模のセミナーが月１回開催されている。 

       ・体験イベントとしては、「勾玉作り」が可能。 

       ・具体的な内容は、次回の分科会までに打ち合わせを行ってくる。 

                            （○○委員） 

  

   【加東市】   

       ・開催日は、１１月３日（文化の日）を予定。 

・加古川流域滝野民俗資料館の館長に依頼。 

・舟運に関する講演、船着き場や播磨中央公園の古墳など見学。 

・子供向けに釣り針作りを検討。 

    

     

   【加西市】 

       ・開催日は、１２月５日（日）を予定。 

・“播磨国風土記と石の文化”をテーマとして、午前に座学と玉丘史跡公園

と周辺古墳、埋蔵文化財整理室見学、午後に粘土の埴輪づくりの体験コー

スと歴史を巡るハイキングコースを検討中。 

・下見会を５月２４日（月）午後に行う。具体的な日程等は後日連絡する。  

 

 

  【西脇市】 

       ・次回の分科会までに、具体的な内容の打ち合わせを行ってくる。 

                             （○○委員） 

 

    【多可町】 

       ・次回の分科会までに、具体的な内容の打ち合わせを行ってくる。 

                             （○○委員） 

 

 

 

 



 

（別紙４） 

        北播磨ゆかりの作家、芸術家等 

 

西脇市 トータス松本 （ミュージシャン） 

        中西良太 （俳優） 

        十倉好紀 （物理学者、ノーベル物理学賞候補） 

        十倉雅和 （住友化学代表取締役） 

        横尾忠則 （画家、美術家） 

        池田政之 （脚本家、劇作家、演出家）  

     

  

 三木市 玉岡かおる （作家、いなみ野ため池協議会会長） 

        園田 涼 （ピアニスト、音楽家） 

        渡邊大門 （日本史学者、西国大名の研究が専門、三木高校卒業） 

        山田ルイ５３世 （お笑いコンビ髭男爵、作家：一発屋芸人列伝、ひきこもり） 

        貴戸湊太 （キド ソウタ、小説家、三木高校卒業） 

        いもと ようこ （絵本作家、三木市志染町出身）  

     

 

加東市 榎倉香邨 （エノクラ コウソン、書家、９７歳） 

        保科 洋 （作曲家 ８５歳 兵庫教育大学名誉教授） 

     

   

加西市 永田 萌 （絵本作家） 

   

  

小野市 小林祐梨子 （元陸上競技選手、小野市観光大使） 

         Cyan   (シアン：シンガーソングライター、小野市観光大使) 

        田中 大貴 （元フジテレビアナウンサー、小野高校卒） 

        門脇 創一 （元重量挙げ選手、西脇高校→三木東高校教諭） 

        田中 希実 （陸上競技選手、日本記録保持者）     

    

    

多可町 ごとう みのる （本名：後藤 稔  書家） 

        臼井三平 （数学者）    ・・・ 講演依頼 


