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丹波地域ビジョン委員会をご存知ですか？

たんばビジョン通信たんばビジョン通信 平成27年10月発行

丹波地域ビジョン委員会は
５つの将来像の実現に向け活動しています！
丹波地域ビジョン委員会は
５つの将来像の実現に向け活動しています！

　10月４日（日）、第７期丹波地域ビジョン委員交流会を開催しました。ビジョン委員会の活動を広く地
域の皆さんに知ってもらい、地域の皆さんとつながりを持って、みんなで丹波地域を元気にしよう！と
語りあいました。
　また、９月25日（金）には、北播磨地域ビジョン委員の皆さんとの意見交換会も開催しました。お互い
の地域の活動やそれぞれが抱える課題などについて語りあい、新たな気づきを得る機会となりました。

　丹波地域の住民の皆さんが主体となり、こうあってほ
しいと描いた丹波地域の将来像とその実現方策をまと
めた丹波地域ビジョン「みんなで丹波の森」。ここに掲げ
られた５つの将来像の実現をめざし、住民の皆さんが地
域への思いを寄せ合い主体的に様々な活動に取り組む
ため「丹波地域ビジョン委員会」が設置されています。平
成13年度にスタートし、これまでに延べ700名を越え
る方がビジョン委員として活動してきました。
　現在活動中の第７期の委員会では、８つのグループを立ち上げ、それぞれがめざす将来像の実現に向
け、イベントの開催や自治会での啓発活動の実施など実践的な活動を展開しています。
　この「たんばビジョン通信」では、丹波地域ビジョン委員会の活動内容やイベント情報等をわかりやす
く地域の皆さんにお届けします。

た ん ば ビ ジ ョ ン 通 信

＜丹波地域ビジョン委員会情報誌は「うりぼうニュース」から「たんばビジョン通信」に名称が変わりました＞

丹波地域ビジョン委員交流会

北播磨地域ビジョン委員の皆さんと記念撮影

５つの
みんなで創る「自立」のたんば　　　
都会に近い田舎を楽しむ「交流」のたんば
やりがいを実感できる「元気」なたんば
多世代が支えあう「絆」のたんば
ともに暮らす「安全安心」なたんば

将 来 像
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紹介紹介各実践活動グループ各実践活動グループのの をを しますします

　４月より、たんば TERAKOYA「無量塾」の運営
をサポートしています。「無量塾」は誰もがほっと
安心できるところです。友達が欲しい、仲間と一
緒に遊びたい、勉強を教えて欲しい、誰かと一緒
に何かをしてみたい、学校に行けなかったけれど
やっぱり勉強がしたい、高校へ行きたい、などと
思っている子どもや若者のサポートをしています。

　８月 27日、28日には「夏の特別教室」を開催し、
子ども達の夏休みの宿題や自由研究などのお手伝
いをしました。「無量塾」は毎週土曜日、丹波市春
日町のハートフルかすがで開催しています。参加
者を募集していますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

青少年グループ きずな

　昨年、氷上西高校で開催した夢授業を基に、大
人達の経験談等をまとめた冊子を作りました。社
会へ出る際の選択肢を増やし、夢や未来への希望
を持ってもらうきっかけになればと、地域の団体
や夢授業を受けてくれた生徒たちに配らせていた
だきました。

　９月、10 月には昨年同様、氷上西高校２年生を
対象に夢授業を行いました。その際１年生担当の
先生からも依頼があり、１年生にも夢授業を行う
ことになりました。先生方から、「氷上西高校では
生徒たちの中で夢授業が定着しつつある。」との言
葉をいただき、継続することで意味のある活動に
なってきている様に思います。今後はさらに他校
にも広げていきたいと考えています。

グループ夢ジョッキー

　自治会の学習会等で紙芝居の上演やコンセント
火災の原因となるトラッキング現象の実演を通じ
て、防災・防犯の必要性や、火事は知らないうち
に起こるということを理解していただいています。
今年度も多くの依頼が入っており、うれしい悲鳴
を上げています。

　さらに現在、新しい紙芝居の作成に取り組んで
います。紙芝居の内容は「あいさつ」を行うことで、
人と人とのつながりを深め、安心して暮らせる地
域づくりをしていこうという内容です。
　みなさんの地域の学習会等で紙芝居や実演をさ
せていただきますので、興味のある方はお気軽に
お問い合わせください。

グループさるが出た!!

　３月、神戸親和女子大学の勝木洋子教授を迎え
「地域、家庭、職場における男女共同参画」と題し
講義をいただき、グループメンバーの男女共同参
画に対する理解を深めました。７月には上立杭自
治会において、グループさるが出た！！と合同で
紙芝居「地域における男女の役割」を上演しました。

　８月には上滝自治会で「さんかくちゃん」「地域
における男女の役割」を上演するなど、啓発活動
に取り組んでいます。また現在、新たに男女共同
参画についてのチェックパネルの作成にも取り組
んでおり、よりわかりやすい啓発活動の実施に向
け、委員一同頑張っています！

男女共同参画グループ

　「地域に埋もれた未活用の資源を宝物に変える」
ことを目指し、商品開発を行う活動を続けていま
す。これまでの取り組みの中で生まれた「ゆず胡椒」
や「マコモ茶」は実際に製品として流通出来るも
のとなりつつあります。

　今年も順調に商品づくりを進めており、８月に
は「丹波ハピネスマーケット」において廃鶏（親鳥）
を使った炭火焼鳥を販売しました。今後は、新た
な商品を作る活動を続けながら、通信販売や販路
の開拓など商品の流通を模索し、ビジョン委員会
で生まれた活動が継続的に展開できるよう進めて
いきたいと考えています。

グループたんばなう

　春に開催した「里山登山と山野草ハイキング」
では、都会から多くの参加者を迎え、里山の魅力
を感じていただき大変好評を得ることが出来まし
た。また、里山林の下刈り整備を実施したり、ビジョ
ンをもって地域活動に取り組んでいる先進地の視
察も行いながら、活動の幅を広げてきました。
　これらの取
り組みでグ
ループの仲間
も希望と勇気
を与えてもら
い 11 月７日
にはイベント
第２弾とし
て、さらに里
山に近づき、
見る・触る・
体験する。そ
して自然の恵
みを味わう
「里山ふれあ
い広場」を企画開催することとし、現在着々と準
備を進めているところです。

里山deふれあいグループ

　野菜の栽培方法を勉強する「丹波の里塾」は、
家庭菜園、自家用栽培でのお悩み相談や情報交換
の場として、丹波市内外、初心者からベテランまで、
年齢も幅広く沢山の方に参加していただいています。
　初心者の方
には分かりや
すく基本的な
内容を、ベテ
ランの方には
さ ら に 収 穫
アップを目指
した内容で、
それぞれの農
業のレベルに
応じたアドバ
イスを行って
います。
　10 月には丹
の里・丹波市「秋の味覚フェア」へ出店し、実践
販売を行います。これを機に、活動 2年目の今年、
たんば菜響グルメの「農」と「食」をテーマにし
たグループ活動を完成させていきたいと思ってい
ます。

たんば菜響グルメグループ

　「高齢者がいきいきと地域の一員として活動でき
る健康づくり」の一環として、誰もが簡単に取り
組めるウォーキングをテーマに、昨年度実施した
「いきいき健康講演会（インターバル速歩）」の実
践となる講習会を 7 月 11 日に開催し、26 名の方
に参加いただきました。

　ストレッチや歩き方の講習と携帯カロリー計を
着用したインターバル速歩を実践し、参加者数名
の測定結果を講師に解説して頂くなど、暑い中楽
しく汗をかいて「インターバル速歩」を実感して
いただきました。また、高齢者の生きがいづくり
に向けて、老人クラブの現状と今後を考える熟年
者を対象としたアンケート調査や、中学生等若者
との交流にも取り組んでいます。

高齢者の生きがいづくりグループ

丹波ハピネスマーケットでの販売

里山登山と山野草ハイキング

インターバル速歩の実践 トラッキング現象の実演 上滝自治会での啓発活動

氷上西高校での 「夢授業」

「無量塾」 夏の特別教室

野菜の管理作業

活 動活 動
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●丹波地域ビジョンについては、丹波県民局ホームページをご覧ください。

27 丹波　2－007A4P

丹波地域ビジョン委員会事務局　兵庫県丹波県民局県民交流室総務防災課
　　　　　　　　　　　　　　　〒669-3309　丹波市柏原町柏原 688
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0795-72-0500（内線 217）FAX 0795-72-3077

URL　http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tanba/vision.html

宝探しフォーラム
～隠れた地域資源は宝物に変えられる～

　将来像「みんなで創る自立のたんば」の実現をめざし活動している“グループたんばなう”では、
身近にある隠れた地域資源を活用することで、地域の元気づくりを考えるフォーラムを開催します。
あなたのまわりにも宝物がたくさんあります。皆さん是非、ご参加ください。

平成27年11月 28日（土）13:00～ 16:00
丹波市立氷上住民センター
●講演　「隠れた地域資源は宝物に変えられる～ナポレオンの村から学ぶ私の地域の活性化～」
　　　　　講師　高野　誠鮮　氏
　　　　　　　　　　（石川県羽咋市教育委員会文化財室長・立正大学客員教授・テレビドラマ「ナポレオンの村」の
　　　　　　　　　 　 モデルとなった「ローマ法王に米を食べさせた男」著者）　　　　　　　
●ワークショップ
　　　　丹波の隠れた地域資源を発掘し、
　　　　　　　　　　　びっくりするような活用方法を考えよう！
200名
参加費　無料
丹波県民局県民交流室総務防災課（Tel：0795-73-3724）　
詳細は丹波県民局ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：http://web.pref.hyogo.jp/tnk11/27takarasagasi.html

【日　時】
【場　所】
【内　容】

【定　員】
【その他】
【申込先】

参加者募集
！

丹波地域ビジョン「みんなで丹波の森」の実現状況を
フォローアップするため、地域ビジョンに係る指標を策定
しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

編集後記編集後記

Facebook ページを開設しています！
Facebook　丹波地域ビジョン委員会 検索

各グループの多彩な取り
組みや情報を発信してい
ます。
たくさんの
をお願いします。

　山々の彩りも鮮やかに染まる秋本番を迎え
ました。第７期ビジョン委員会の活動も、はや
１年半が過ぎました。この間、誰もが住み続け
たい丹波地域、住んでみたいと思う丹波地域
をめざし、委員一同様々な活動を展開してき
ました。その中で、より多くの地域の皆さんに
ビジョン委員の活動を知っていただくことが
大切であるとの思いから、今回、この情報誌の
名称を「うりぼうニュース」から「たんばビ
ジョン通信」に変更することになりました。今
後も身近に感じていただけるビジョン委員会
をめざし活動を展開してまいりますので、積
極的な参画とご協力をお願い申し上げます。
また、来年には次期ビジョン委員の募集も予
定されています。ご興味のある方は是非、事務
局までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）

た ん ば ビ ジ ョ ン 通 信

https://www.facebook.com/tanbavision

http://web.pref.hyogo.lg.jp/tnk02/shihyou-page.html


