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NHKラジオ「上方演芸会」公開録音　観覧者募集！ 
　福崎町とＮＨＫ神戸放送局では、町制５５周年
を記念して、ラジオ番組「上方演芸会」の公開録
音を行います。観覧ご希望の方は、次の要領でご
応募ください。 
 
■日時　７月１５日（金）　 
　　　　開場／１８：００　　開演／１８：３０ 
　　　　終演予定／２０：００ 
■会場　文化センター　大ホール 
■出演　（１本目）今いくよ・くるよ 
　　　　　　　　　いまぶーむ 
　　　　 （２本目）横山ホットブラザーズ 
　　　　　　　　　おかけんた・ゆうた 
■司会　小西政親（NHK神戸放送局アナウンサー） 
■申込締切 
　６月２８日（火）【必着】 
■問い合わせ先 
　総務課（内線２２１） 

■応募方法　入場は無料ですが、入場整理券が必
　　　　　　要です。全席自由。 
　　　　　　往復はがきに必要事項を記入して、
　　　　　　下記のあて先へご応募ください。 

 
往信面《おもて側》 
　　　　〒６７９－２２８０　福崎町南田原３１１６番地の１ 
　　　　　　　　　　福崎町役場　総務課 
　　　《うら側》参加したい方の①郵便番号・
　　　　　　　　住所　②名前　③電話番号 
返信面《おもて側》返信先の郵便番号・住所・
　　　　　　　　　名前 
　　　《うら側》記入しないでください。 
　　（入場整理券として印刷してお返しします。） 
※入場整理券１枚につき、お二人様の入場が可能です。 
※応募者多数の場合は、抽選となります。 
※番組収録の都合上、未就学児の入場はご遠慮ください。 

みんなでつくろう！ 
「サルビア田園アート」 
参加者募集！ 
　福崎町の花サルビアを植えて「町章」と
「５５」の文字を形どる「サルビア田園アート」
を実施します。お子さんもごいっしょに、
ぜひご参加ください。 
 
■サルビア植え　参加者募集 
 ①６月２５日（土）９：００～１２：００　※予備日２６日（日） 
　「町章」と「５５」の文字をブルーサル
ビアなどで形どって植えていきます。 
　募集締切　６月１５日（水） 
 ②７月２日（土）９：００～１２：００　※予備日３日（日） 
　文字の周り一面に赤いサルビアを植え
ていきます。 
　募集締切　６月２２日（水） 
 
※①②とも、もちむぎのやかた北側農地に
　８：５０にご集合ください。 
※農作業ができる服装でお越しください。
　（移植ゴテ、長靴などは各自持参） 
※参加は無料です。 

■「サルビア田園アート」の管理に協力いただ
けるボランティア募集中 

　活動予定期間　６月１８日～９月３０日 
　場　所　もちむぎのやかた北側農地 
　内　容　サルビアの育成管理（水やりなど） 
　募集締切　６月１５日（水） 
　　　　　参加申込は産業課（内線３９３）へ 

往復はがきにご記入いただく事項 

　今年の民俗辻広場まつりは、８月６日、７日の「柳田
國男５０年祭」にあわせて開催します。第１グランドの駐
車場にテントを設置し、出店者を次のとおり募集します。 
日　時　８月６日（土）　１５：００～２１：００ 
　　　　　　７日（日）　９：００～１３：００ 
場　所　第１グランド駐車場 
１区画　間口３．６ｍ×奥行３．６ｍ 
区画数　約２０区画 
出店費　無料（ただし１出店１区画） 
締切日　６月１７日（金） 選考あり 
申込方法　教育委員会窓口に備え付けの申込用紙に必

要事項を記入のうえ、提出してください。 
　　　　　（ＦＡＸ・郵送も可） 
問い合わせ先　社会教育課（内線２５６） 

第5回民俗　広場まつり 
 出店者募集！! 

辻 ○ 
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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10冊　　児童書2冊 
「さくらの丘で」　　　　小路　幸也 
「花の鎖」　　　　　　　湊　かなえ 

行事予定（６月１８日～７月７日） 

子ども映画会 
6月25日（土） 
14：00～ 

「いなかのねずみと 
町のねずみ」 

おはなし会 

6月18日（土） 
11：00～ 

えほんのじかん 
7月6日（水） 
11：00～ 

資料整理日７月７日（木）休館 

“広げようボランティアの輪” “広げようボランティアの輪” 
　今月のボランティア活
動予定（６／２０～７／１９）
をお知らせします。ぜひ
ご参加ください。 
ココロンクラブ 
　７月１６日（土）９：００～ 
　役場周辺街路樹下手入れ 
みどりのグループ 
　７月６日（水）９：００～　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） 

“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） 

　
庄
分
団 

▲  

　
新
町
分
団 
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福崎町消防団 
消防操法大会開催 

　５月１５日（日）、福崎東中学校で、第４１回福崎町消

防団消防操法大会を開催しました。 

　団長以下５１５人の消防団員が、多数の来賓の見守る

なか、消防操法競技を展開しました。 

　４月はじめから夜間訓練を重ねてきた自動車ポンプ

の部２分団、小型動力ポンプの部３０分団が、八反田

分団指揮者・大塚陽介選手の力強い選手宣誓の後、消

防操法を行い、日頃の練習の成果を十分に発揮しまし

た。成績は次のとおりです。 

【自動車ポンプの部】 

　優　勝　新町分団 

【小型動力ポンプの部】 

　優　勝　庄分団　　　　準優勝　福田分団 

　第３位　大門分団　　　第４位　西大貫分団 

　第５位　余田分団　　　特別賞　桜分団 

　なお、自動車ポ

ンプの部優勝・新

町分団、小型動力

ポンプの部優勝・

庄分団、準優勝・

福田分団は、６月

２６日に田原小学校

で開催される第３

回神崎郡消防操法

大会に出場します。

ご声援をよろしく

お願いします。 

（住民生活課） 

第６１回「社会を明るくする運動」 
神崎郡住民大会　開催 

日　時　７月７日（木）　１３：３０～ 

場　所　神河町中央公民館　グリンデルホール 

内　容　講演会・啓発映画上映 
 

★社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯

罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生につ

いて理解を深め、それぞれの立場において、力を

合わせ犯罪や非行のない明るい社会を築こうとす

る全国的な運動です。７月が強化月間です。 

問い合わせ先　健康福祉課　高年福祉係（内線３５２） 



４ 

町長賞 福崎町美術展 

　第２９回福崎町美術展がエルデホールで
開催されました。５部門１９４点の応募が
あり、審査の結果、次の方々が受賞され
ました。おめでとうございます。 

（文化センター） 

賞 

町 議 会 議 長 賞  

教 育 委 員 会 賞  

文 化 協 会 長 賞  

神 崎 郡美術協会長賞  

商 工 会 長 賞  

兵庫西農業協同組合長賞 

奨 励 賞  

日本画 

吉岡　夏子（姫路市） 

藤原　信子（姫路市） 

水谷久美子（姫路市） 

松岡弥寿子（姫路市） 

森元美根子（姫路市） 

小林　久美（姫路市） 

2名 

正城　信義（神河町） 

見方　　猛（姫路市） 

洋画 

渡邉満子（姫路市） 

名倉康生（姫路市） 

正部心也（福崎町） 

綾部健治（姫路市） 

前川昌弘（姫路市） 

山本泰毅（市川町） 

5名 

栗岡　崇之（姫路市） 

田端　昌子（加古川市） 

南　　妙子（姫路市） 

岩井　博美（姫路市） 

長谷川　翠（加東市） 

書 

白井　範子（福崎町） 

屋　　清美（福崎町） 

山中真由美（姫路市） 

小野　　晃（姫路市） 

北地　禮子（神戸市） 

笹野　恵子（朝来市） 

3名 

藤岡　照代（福崎町） 

藤本　陽子（福崎町） 

清水　公子（姫路市） 

写真 

寺本　泰子（姫路市） 

藤澤　雅代（市川町） 

井村　勝美（姫路市） 

濱川　由香（姫路市） 

長谷　利宏（姫路市） 

見方　　浩（姫路市） 

5名 

豊国　俊一（福崎町） 

寺井　武壽（姫路市） 

荻野健次郎（京都府） 

清瀬いちろう（姫路市） 

中井　賢一（福崎町） 

彫塑・工芸 

坂元　孝行（姫路市） 

後藤　由季（福崎町） 

後藤　　功（市川町） 

鈴木みゆき（福崎町） 

鈴木　健司（姫路市） 

田中　安彦（姫路市） 

5名 

岡本　忠治（加古川市） 

真田　　晃（福崎町） 

野村　正利（姫路市） 

石原康次郎（丹波市） 

浮津　崇之（姫路市） 

（敬称略） 

日本画「日をあびて」 
 岸田 成美（神河町） 

洋画「２０１１・雪」 
 足立 哲郎（朝来市） 

　地域の教育力が支える体験活動「ト
ライやる・ウィーク」実施期間（６月
６日～６月１０日）が近づいています。 
　地域のみなさん、事業所のみなさん、
お世話になります。 
　地域で育つ子どもたち・地域が育て
る子どもたちを温かく見守ってくださ
いますようお願いします。 

（学校教育課） 

実施期間 

　６月６日 
　～６月１０日 

◆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 
　【６月の休館日】２日・９日・１６日・２３日・３０日　【７月の休館日】７日・１４日・１９日・２１日・２８日 
　E-mail　erude@town.fukusaki.hyogo.jp　http://www.erude.town.fukusaki.hyogo.jp/

★エルデホール催物のご案内★ 
7月の催し 

■出演／村治奏一　特別出演：福崎高校ギター・マンドリン部 
■開演／１５：００（開場１４：３０） 
■入場料／大人１,０００円　高校生以下５００円（当日各２００円増）【全席自由】 
☆国内外でさまざまな活動をし、今後の活躍が注目されているギタリ
スト村治奏一さんのコンサート。演奏するのはクラシックギターです。
特有の繊細な音色の変化、味わいの深さをお楽しみください！福崎町
文化功績賞を受賞した地元福崎高校ギター・マンドリン部も特別出演
します。心ふるわす音楽の共演をどうぞお楽しみに♪ 

７月31日（日） 

「村治奏一コンサート」 エルデ 
サマーコンサート 

チケット好評発売中！ 

書「湯顕祖詩」 
越川 敏朗（加東市） 

写真「白美人」 
田中 淳子（加東市） 

彫塑・工芸「サンゴの海」 
 藤原 正之（姫路市） 



高 岡 小 学 校 
〈教育目標〉 

『自ら学び　行動し　心豊かにたくましく生きる 
　高岡っ子の育成』 

〈沿革概要〉 
明治５年　田口・板坂２か村組合で日進小学校を設立 
　　　　　桜・長野・神谷３か村で弘明小学校を設立 
　　１５年　校舎を現在地に移転し七種小学校と改称 
　　　　　【高岡小学校の創立】 
　　２５年　簡易科を廃止し尋常科を設置 
　　　　　高岡尋常小学校と改称 
昭和２２年　新学制により高岡小学校となる 
　　３１年　町村合併により福崎町立高岡小学校と改称 
　　３２年　校舎新築 
　　５７年　創立１００周年記念式典挙行 
平成１５年　七種太鼓１０周年記念発表会開催 
　　２２年　県民交流広場事業（スクールヘルパー・ 
　　　　　コミュニティヘルパー）発足 

〈伝統ある七種太鼓〉 
　高岡七種太鼓は、平成６年に財産区から和太鼓を寄贈してい
ただいたことをきっかけに発足し、今年で１８年目を迎えます。
１年生から練習に取り組み、１年生から６年生まで、各学年の
持ち曲があります。「豊年太鼓」「祭り太鼓」など、昔から伝わる
伝統的な和太鼓の保存・伝承や新しい和太鼓の楽曲を習得し、
地区の文化向上や郷土を愛する子どもの育成を目的としていま
す。また、川上小砥峰太鼓とも１年に１回の交流があります。 
　子どもたちは太鼓が大好きです。「集中・気迫・自信・努
力・調和・伝統・学び」の７つを信条として、福崎太鼓のみな
さんにお世話になり、練習に励んでいます。チームワークを大
切にした練習を通して、集団の一員としての自覚、耐える力を
身につけ、みんなで成し遂げることの喜びを感じつつ、元気で
たくましい心を持った「高岡っ子」に育っています。 

〈めざす学校像〉 
　一人ひとりのよさが輝く生き生きとした学校 
〈めざす子ども像〉 
　た　高め合い支え合う子ども 
　か　考え、進んで学ぶ子ども（かしこさ） 
　お　思いやりのある子ども（やさしさ） 
　か　体も心も元気な子ども（げんき） 
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確認しましょう！黄色い旗 

　子どもたちの通学路での安全と帰宅後の地域での安全を守
るため、町内約３００か所の住宅及び店舗等に「こどもを守る
１１０番の家」を設置しています。このたび、神崎郡企業防犯
協力会のご協力により、福崎防犯協会が新しく表示旗を作成
し、「１１０番の家」の目印が新しくなりました。 

◆「こどもを守る110番の家」って？ 
　子どもたちが事件、事故など身の危険や不安を感じ
たときの「緊急避難場所」になります。助けを求めて
駆けこんできた子どもの安全が確保できるまで一時保
護し、警察等へ通報体制をとります。 
　地域で黄色い旗が表示してある家・店舗にご協力を
いただいています。 
　子どもたちが活動しやすい季節を迎えました。 
　家庭や学校で「１１０番の家」の位置や不審者への
対応について再度確認しておきましょう。 
 
◆知らない人に声をかけられたり不審な人に後をつけ
　られたり　そんなときは・・・ 

◆「110番の家」のみなさんへ・・・ 
　子どもが助けを求めてきたら！ 
　　落ち着いて「110番」へ通報 
　してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆「110番の家」への登録は随時受付しています 
　昼間在宅していることが多いご家庭（または店舗）
でご協力をいただける方は、各区長さんを通じてお申
し込みください。 

①要件　＝何があったか＝ 
　　　　　（例）不審者、ちかん、事故等 
②場所　＝福崎町○○区××番地、目印になるもの＝ 
③時間　＝今から何分前、何時ごろ＝ 
④その他わかること 
　＝加害者の年齢、性別、人数、特徴、車種、進行方向等＝ 

この表示旗が目印！ 

〈児童数〉 
　男児　４１人 
　女児　３８人 
　　計　７９人 
〈職員数〉 
　　　　１３人 

校訓 自主・勤勉・親和 

＊ 逃げる！ 
＊ 大声で近くの人に助けを求める！ 
＊「110番の家」に駆けこむ！ 


