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飛躍の年に 
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　今年は太平洋戦争突入70周年の年です。 
　１９２９年、ニューヨークの株が大暴落し、世界は大恐慌となりました。どの国も
経済の建て直しをめざして積極的な活動を展開しました。 
　日本、ドイツ、イタリアでは、軍部が台頭し、自由と民主主義を抑圧して軍事
体制を確立し、自国の繁栄をめざしました。 
　本来なら外交努力を尽くして、平等互恵の平和な状態で各国が発展する道を進
むべきでした。ところが、日、独、伊の三国は軍事同盟を結び、戦争を仕掛け、
第二次世界大戦へと突き進んでいきました。 
　私には、今の世界状況が当時と似ているように思えてなりません。リーマンシ

ョックに端を発した経済危機、朝鮮半島や尖閣諸島の動きを見るにつけ、その思いを強くするのです。 
　私は、戦前、戦中、戦後を経験していますが、爆撃によ　私は、戦前、戦中、戦後を経験していますが、爆撃によって焼け野原となった姫路の姿って焼け野原となった姫路の姿、食べる物がな、食べる物がな
くて飢えをしのいだことなどを思い出して、戦争だけはしたくないと真剣に思います。 
　私たちは、喜怒哀楽を表す感性と、感性を制御して冷静　私たちは、喜怒哀楽を表す感性と、感性を制御して冷静に判断する理性を持っていますに判断する理性を持っています。日本を取り巻。日本を取り巻
く環境が興奮状態にあるときですから、理性を働かせ、理性の輝く年にしたいものだと願っています。 
　今年は柳田國男先生の50回忌の年でもあります。先生は民俗学の父と呼ばれ、全国的にも没後50年を記
念する行事が企画されていますが、福崎町においても町制55周年の記念事業として取り組みます。 
　政治も経済も安定していませんが、それだからこそ、知恵と力を出して、「活力にあふれ　風格のある　
住みよいまち」をつくるために努力しようではありませんか。 
　本年もよろしくお願いいたします。 
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　新年あけましておめでとうございます。 
　皆様におかれましては、希望に満ちた新春をお迎えのことと、心からお慶び申
し上げます。昨年12月町議会定例会におきまして、議長に就任いたしました、 
松岡秀人でございます。福崎町議会を代表しまして、謹んで新春のごあいさつを
申し上げます。 
　昨年を振り返りますと、福崎町におきましては、全国消防操法大会で福崎町消
防団・庄分団が兵庫県代表として「小型ポンプの部」に初出場されました。規律
ある機敏な動きで素晴らしい操法を披露され、兵庫県としても初めて全国優勝の
栄光を勝ち取られました。輝かしい成績をおさめられたその基本には、「団結し

て物事に取り組み、根気よくそして粘り強くやり遂げること」があると思います。まさに一念が天に通じ
たその姿勢は、福崎町の皆さんに大きな希望と勇気を与えられたことでしょう。 
　さて　さて、一方一方、国の内外ともに大きな変革の時期に遭遇しております国の内外ともに大きな変革の時期に遭遇しております。地方分権改革が進むなか地方分権改革が進むなか、地方自治地方自治
体の自己決定・自己責任による自治体運営が求められ、まさに行政の真価が問われている時代であります。 
　福崎町議会といたしましても、福崎町の皆さまの信頼と　福崎町議会といたしましても、福崎町の皆さまの信頼と負託に応えるべく、安心して、負託に応えるべく、安心して、生き生きとして生き生きとして
暮らすことができる豊かな福崎町づくりに向かって、なお一層の努力を重ねてまいる所存でございます。 
　今年の干支は「うさぎ」でございます。私たち議会議員　今年の干支は「うさぎ」でございます。私たち議会議員全員は、うさぎの大きな耳のよ全員は、うさぎの大きな耳のように耳を澄ませうに耳を澄ませ
て福崎町の皆さまの声を聞き、誠心誠意尽くしてまいる所て福崎町の皆さまの声を聞き、誠心誠意尽くしてまいる所存でございます。本年が皆さま存でございます。本年が皆さまにとりまして、にとりまして、
跳ねるうさぎのように飛躍の年となりますことを心よりお祈りし、新年のごあいさつといたします。 
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　１２月４日（土）に市川町文化センターで『第４回
神崎郡子ども会オセロ大会』が開催されました。参
加者９４人が盤上で熱い対戦を行い、互いの知恵を競
い合いました。 
　福崎町の入賞者は次のとおりです。おめでとうご
ざいます。 
　　　【低学年の部】　　　　　　【高学年の部】 
優　勝　中村慧太（小３）　　第３位　井口　悠（小５） 
準優勝　日野こころ（小３） 
第３位　直江蒼士（小２） 
　各部の上位入賞者１６人は、２月２７日（日）に開催
される『第４回中播磨子ども会オセロ大会』に出場
されます。がんばってください。 

（社会教育課） 

 
 
　１１月５日に開催された平成２２年度全国社会福祉
大会で、福崎町民生委員児童委員協議会が、民生委
員優良活動団体として厚生労働大臣表彰を受賞され
ました。 
 

 
 
　１０月２８日に開催された第７９回全国民生委員児童
委員大会で、民生委員児童委員の祖父元昭一さん（馬
田）と三木良子さん（山崎）が、全国民生委員児童委
員連合会会長表彰を受賞されました。 
 
　今後ますますのご活躍を祈念します。 

（健康福祉課） 

民生委員児童委員協議会 

厚生労働大臣表彰 

　１１月２５日（木）～２６日（金）、
岐阜市で「第５１回全国体育指導
委員研究協議会」が開催されま
した。 
　その席上で、大杉光正さんが
３０年勤続体育指導委員表彰を受
賞されました。 
　この賞は、体育指導委員を３０年以上務め、顕著な
活躍をされた方に対して贈られるもので、兵庫県で
は７人が受賞されました。 
　大杉さんは、昭和５５年から体育指導委員を務めら
れ、現在も各種スポーツ大会や行事の企画・運営な
どを通じて、町のスポーツ振興に大きく貢献されて
います。 
　今後ますますのご活躍を祈念します。 

（社会教育課） 

民生委員（祖父元さん・三木さん） 

全国民生委員児童委員連合会会長表彰 

第３回　　識雅夫科学賞 

福崎小学校５年　　廣瀬七歩 

小学生の部 「クモのヒミツ」 

中学生の部 

福崎東中学校１年　奥田紗世子 

「音の振動の実験」 

　『　識雅夫科学賞』は、福崎町名誉町民である
　識雅夫の顕彰を図るために平成２０年度に設立し
たもので、小中学生から自由研究などを募集し、
有識者による審査選考を経て賞が決められます。 
　第３回目の今年は５０点の作品が集まりました。 

 
 
 
　クモを見て研究してやろうという勇気に驚きま
した。クモの巣を黒い紙に貼り付ける発想もすば
らしいです。 
　また、検索やフィールドワーク（調査・採取）、
まとめ（分析）が、わかりやすくまとめられています。 
 
 
 
 
　目に見ることのできない音を目に見えるように
するアイデアはすばらしいです。 
　また、その実験が非常にわかりやすい結果を招
いていることに感心しました。 
 
　この２作品以外にも、身近な生活周辺にある素
朴な疑問を観察した優れたものが数多くありました。
福崎町の子どもたちから第２の　識雅夫が誕生す
ることを夢みています。 

（教育委員会） 
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★エルデホール催物のご案内★ 

■開場時間／１０：００～１８：００ 

　　　　　　（最終日は１３：００まで） 

■入場料／無料！ 

☆全国的に有名な“県立香寺高校美術

工芸部”の作品展です。絵画、彫刻、

デザイン、工芸の作品が展示されます。

作品の前に立つと、若きアーティスト

たちのエネルギーを感じるほど、すばらしいものばかり

です。ぜひ間近でご覧ください。 

2月の催し 入場無料！ ２月18日（金）～20日（日） 

エルデ 
美術館 

チケット好評発売中！ １月16日（日） チケット好評発売中！ 1月の催し 

「ゼロの焦点」 映画用スクリーン竣工記念事業 
エルデムービーシアター 

■上映時間／①１０：００～１２：１０ 

　　②１３：００～１５：１０　③１６：００～１８：１０ 

　　（開場各２０分前） 

■入場料／大人８００円　高校生以下５００円 

（当日各２００円増）【全席自由】 

☆失踪した夫を捜す妻、社長夫人、受付

嬢の３人の女性の決して交わるはずのな

かった運命が、失踪事件と時同じく起こった殺人事件の

もと、複雑に絡み合っていく。夫の失踪の理由とは？殺

人事件の犯人とは？その目的とは？松本清張原作の本格

ミステリーをぜひご覧ください♪ 

しっそう 

から 

ひろう 

チケット好評発売中！ ２月11日（金・祝） 2月の催し 

第8回　エルデ社交ダンスパーティー 

香作展（KOH－SA－TEN） 

■出演／一般の社交ダンス愛好家のみな

さん、ハピネスダンスアカデミー所属

の仲西勝さん、正信有美さんによるデ

モンストレーションもあります！ 

■開演／１３：３０（開場１３：００） 

■入場料／１,０００円（当日２００円増） 

☆メインホールがダンスフロアに大変身！

社交ダンスがお好きな方なら、どなたでもご参加いただ

けます。デモンストレーションを披露していただくプロ

の仲西さん・正信さんペアの華麗なダンスは必見です！

観覧のみの方も毎年多数お越しいただいています。ぜひ、

お気軽にお申し込みください♪ 

２月26日（土） 

■出演／大野雄二 

　　　　ルパンティックファイブ 

■開演／１９：００（開場１８：３０） 

■入場料／大人３,５００円　高校生以下２,５００円 

（当日各５００円増）【全席自由】 

☆大野雄二さんの楽曲は、数々のＣＭ・

テレビ・映画で作品を盛り上げ、代表作

「ルパン三世」「大追跡」のサウンドトラックの人気は

現在も衰えません。『ジャズは難しいものではなく、格

好良くて楽しいもの』をモットーにしたコンサートで、

大迫力のパフォーマンスをご覧ください♪ 

2月の催し 

「大野雄二＆ルパンティックファイブジャズコンサート」 エルデ 
ジャズフェスティバル 

◆チケットのご予約・お申込み・その他お問い合わせはエルデホール 
　（　２３－１６５５　fax２３－１６５６）まで 
　【１月の休館日】１日～３日・６日・１１日・１３日・２０日・２７日 
　【２月の休館日】３日・１０日・１２日・１７日・２４日 
　E-mail　 erude@town.fukusaki.hyogo.jp 
　http://www.erude.town.fukusaki.hyogo.jp/

♪ 募 集 の お 知 ら せ ♪ 

エルデホールにあるスタインウェイ・フルコンサートピ

アノを弾いてみませんか？ピアノ独奏・連弾はもちろん、

他の楽器とのアンサンブルやピアノ伴奏による独唱・重

唱も大歓迎！また、今年は数組限定で、プロのピアニス

トによる公開レッスンも予定しています。この機会にエ

ルデホールのステージに立ってみませんか？ 

■出演／一般応募のみなさん〔先着５０人（組）様〕 

■入場・出演料／無料（ただし、出演者には4月16日（土）

エルデスプリングコンサート「田部京子ピアノリサイタル」

のチケットをご購入いただきます） 

■募集期間／1月21日　9：00～2月9日（必着） 

※先着50人（組）に達した時点で締め切ります。 

3月の催し ３月20日（日） 

「ピアノが来た日～第１９章～」 スタインウェイ 
ピアノ演奏会 

とき　１月３０日（日）１３：００～　ところ　エルデホール 
出演グループ 
　・・兵庫西ＪＡ女性会福崎支部七種会＆もちの木会 
　・・福崎小学校ＰＴＡコーラス“玉響” 
　・・姫学保育園 
　・・福崎アルコバレーノ児童合唱団 
　・・サルビア保育園 
　・・田原っ子合唱団 
　・・童謡・唱歌の学校 
　・・福崎高等学校ギター・マンドリン部 
　・・ＫＦＫ典楽会 
　・・アポロン 
　・・福崎ひるハーモニー 
　・・福崎西中学校合唱部 
　・・女声合唱団ポーコ・ア・ポコ 
　・・合唱団サリマライズ 
　・・福崎高等学校コーラス部・吹奏楽部 
　・・近畿医療福祉大学吹奏楽部 

（文化センター） 



田 原 幼 稚 園 

園児数 職員数 
男　児 
女　児 
合　計 

41人 
32人 
73人 

園　長 
主任教諭 
教　諭 
臨時教諭 
介助員 
合　計 

1人 
1人 
1人 
1人 
1人 
5人 

（平成２２年４月１日現在） 

〈沿革〉 
昭和２２年４月１０日　田原小学校の校舎で小学校低学年の
　　　　　　　　　先生が保育 
昭和３２年７月１日　福崎町立田原幼稚園として許可 
昭和３３年４月２７日　田原幼稚園独立園舎施工 
昭和３３年５月１日　独立園舎に移転 
　　　　　　　　　福崎町立田原幼稚園として現在に至る 
平成２年３月３０日　新園舎完成により移転 

〈保育目標〉 
・意欲的に生活する子 
・自ら聴こうとする子 
・自分で考え行動しようとする子 
・自分も友だちも大切にできる子 

〈保育方針〉 
・基本的生活習慣を確立する。 
・人や物とのかかわりを大切にし、社会性や思いや
りの心を育てる。 
・自然とかかわり、豊かな感性を育てる。 
・自尊感情を高め、豊かな人権感覚の芽生えを育む。 

　友だちや身近な自然に親しみをもってかかわり、
心と身体をはずませ意欲的に行動できるような保育
を心がけています。また、園生活を送るなかで、「う
れしい」「楽しい」「悔しい」など、さまざまな感情
を体験することを通して、がんばったり、友だちと
協力したり励まし合ったり、時にはがまんしたりす
るなど、お互いに育ち合える仲間づくりをめざして
います。一人ひとりの心に寄り添い、自尊感情を高
め、自分も友だちも大切にできる子どもを育ててい
きたいと思っています。 

ほん・ひと・ゆ
めのひろば

22－379022－3790

新 着 図 書 
八千種研修センター　図書室 
　22－1564 
一般書8冊　　児童書4冊 
「だいじょうぶ３組」　　乙武　洋匡 
「人生の終いじたく」　　中村メイコ 

行事予定（１月１５日～２月５日） 

子ども映画会 
1月22日（土） 
14：00～ 

「ふしぎの国のアリス」 

おはなし会 

1月15日（土） 
11：00～ 

えほんのじかん 
2月2日（水） 
11：00～ 

資料整理日２月３日（木）休館 

５ 

期間は１か月以内で営利を目的としないこと 

問い合わせ先　図書館 

　　　　　　　　22－3790

“広げようボランティアの輪” “広げようボランティアの輪” 

“こころ豊かなふくさき”を願って 
“こころ豊かな兵庫”を 

めざして 

（愛称： 
 ココロン） 

　今月のボランティア活動予定（１／２０～２／１９）
をお知らせします。ぜひご参加ください。 
みどりのグループ 
　２月１日（火）１０時～　文化センター花壇 
　２月１６日（水）９時～　七種川沿い新町花壇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問い合わせ先　文化センター　　２２－３７５５ 
　　　　　　　（コミュニティ推進専門員） 

各種の相談事業（定例分） 各種の相談事業（定例分） 
サルビア会館でさまざまな相談を受けていますのでご利用ください。 

母子相談 
　毎月第2・4月曜日　10:30～15:00 
　（担当＝健康福祉課・内線353） 

行政相談 
　毎月第3水曜日　13:00～15:00 
　（担当＝総務課・内線221） 

人権相談 
　毎月第3水曜日　10:00～15:00 
　（担当＝住民生活課・内線374） 

なやみごと相談 
　毎月第1・3水曜日　13:00～15:00 
　（担当＝社会福祉協議会・　○0300） 23


