
772011 
（平成23年） 

No.535

2011 
（平成23年） 

No.535



アナログ放送 

終了まで 

あと９日！ 

お問合せ先 総務省地デジコールセンター 

ご欄の○○○アナログ放送の番組は 
７月２４日に終了しました。 
今後も○○○デジタル放送を 
お楽しみください。 
 
【お問合わせ】 
総務省地デジコールセンター 
０５７０－０７－０１０１（平日）前９～後９時 
　　　　　　　（土日）前９～後６時 
○○○コールセンター 
ｘｘｘｘ-ｘｘ-ｘｘｘｘ 前_～後_時 

２ 

地上デジタル放送受信の準備は、大丈夫ですか? 
7月24日までに地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ完全移行します。 
アンテナ設備を確認し、地デジ対応受信機を用意しましょう。 

[アナログテレビ放送終了までの画面イメージ]

7月1日以降 

　通常の画面の上に終了日ま
での日数が表示されます。 
　また、定期的に、「お知らせ
画面」が短時間挿入されます。 

7月24日正午以降 

　7月24日正午から青い「お
知らせ画面」に変わります。 
　24時までに停波します。 

停波後 

　7月24日24時までに停波
し、この後は、映りません。 

　テレビ放送のアナログ停波を目前に控え、総務省
兵庫県テレビ受信者支援センター（デジサポ兵庫）で
は、「地デジ臨時相談コーナー」を役場内に設
置しています。 
　コーナーに備え 
付けの携帯電話を 
利用して、地上 
デジタル放送に関 
する説明や相談を受け付け 
ます。ぜひ、ご利用ください。 

設置場所　役場１階ロビー 
設置期間　８月２６日（金）まで（平日９：００～１６：００） 

地デジ臨時相談コーナーを設置 地デジ臨時相談コーナーを設置 

備え付けの 
携帯電話で 
相談窓口へ 
つながります 

●地デジ全般について 
　デジサポ兵庫　　０７８－３３０－０１０１ 
●地デジチューナーの無償給付について 
　総務省地デジチューナー支援実施センター 
　「市町民税非課税世帯への支援」　　０５７０－０２３－７２４ 
　「NHK放送受信料全額免除世帯」　　０５７０－０３３－８４０ 

問い合わせ先 

（企画財政課） 

　私たちは生活
のなかで知らな
い間に随分エネ
ルギーを消費し
ています。 

　毎日の生活で使うエネルギ
ーの量を減らし、地球温暖化
の原因となっているCO2を減
らすように心がけましょう。 

省エネ 

快適ライフ 
省エネ 

快適ライフ 
扇風機とエアコンと併用して 
省エネ快適冷房 

エアコンの冷気を扇風
機で部屋中に循環させ

ることで、体感温度（肌で感じる温度）を下げ、
いっそう涼しく感じられます。そして、エアコン
の設定温度を１℃上げると１０％の省エネになります。 

1℃ 
高めに 

約１０％ 
省エネ ＝ 



３ 

“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（７／２０～８／１９）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 

　７月２０日（水）９：００～　JA八千種前花壇 

　８月１０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） 

主なイベント 主なイベント 

（社会教育課） （社会教育課） 

太鼓演奏などの 
　オープニングイベント 
総おどり 
交通安全キャンペーン 
商工会青年部のコーナー など 

太鼓演奏などの 
　オープニングイベント 
総おどり 
交通安全キャンペーン 
商工会青年部のコーナー など 

今年も夏休みの勉強対策として、“自習室”を開放
します。ぜひ、参加して、勉強をがんばりましょう！ 
★前期★ 
　日程　８月１日（月）～５日（金） 
　場所　①高岡小県民交流広場　９：００～１１：００ 
　　　　②サルビア会館　　　１０：００～１２：００ 
　　　　　※３日（水）は１３：３０～１５：３０ 
★後期★ 
　日程　８月１６日（火）～２０日（土） 
　場所　①八千種研修センター　９：００～１１：００ 
　　　　　※１７日（水）は休み 
　　　　②文化センター　　　１０：００～１２：００ 
　　　　　※１８日（木）は１３：３０～１５：３０ 
＊わからない点は、サマースクール補助のボラン
ティアさんが、アドバイスをくれます。どんど
ん力を伸ばしましょう！ 

（問い合わせ先）　文化センター　　２２－３７５５ 

学校支援実行委員会 
小学４・５・６年生へのおさそい 

★エルデホール催物のご案内★ 

７月31日（日） 7月の催し チケット好評発売中！ 

■出演／中西圭三 

■開演／１６：００（開場１５：３０） 

■入場料／大人３,０００円　高校生以下１,５００円 

　　　　（当日各５００円増）【全席自由】 

☆「Zoo」や「Exile」の「Choo Choo 

Train」をソングライティングした中

西圭三さんのコンサートです。自らの

曲「Woman」のヒットでもおなじみで

す。類まれな歌唱力を持つシンガーとして９０年代に一時

代を築いたアーティストの心ふるわすハイトーンボイス

をどうぞお楽しみに♪ 

10月16日（日） 10月の催し 

◆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 
　【７月の休館日】７日・１４日・１９日・２１日・２８日 
　【８月の休館日】４日・１１日・１８日・２５日 
　E-mail　 erude@town.fukusaki.hyogo.jp 
　http://www.erude.town.fukusaki.hyogo.jp/

■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！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♪ 

「村治奏一コンサート」 エルデ 
サマーコンサート 

「中西圭三」 エルデ 
アコースティックライブ2011

7月22日（金）チケット発売開始！ 

“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） 
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町制５５周年記念事業 旅の学校「フォークロアン講座」 

　福崎町では、柳田國男と兄・井上通泰の祥月にあたる８月に、両氏を偲ぶ集い

「山桃忌」を催しています。 

　本年は、柳田國男５０回忌を記念して、その功績を再認識してまちづくりに活

かすよう、また、民俗学研究の更なる発展に貢献するよう、「柳田國男５０年

祭」を開催します。 

　盛りだくさんのイベントに、どうぞふるってご参加ください。 

8/6 土 8/7 日 
山桃忌・講演・ 
　シンポジウム 

フィールドワーク 
「柳田國男ゆかりの地を歩く」 

要予約 

時　間　１３：００～（１２：００開場） 
場　所　文化センター 
聴購料　福崎町に在住・在学・在勤の方：無料 
内　容　山桃忌 
　　　　基調講演「柳田國男の原点・福崎」 
　　　　　　東京学芸大学教授　　　　石井正己 
　　　　記念講演「今、柳田國男を考える」 
　　　　　　宗教学者　　　　　　　　山折哲雄 
　　　　シンポジウム「２１世紀と柳田國男」 
　　　　　「五感をきたえる」 
　　　　　　島根県立大学短期大学部教授　小泉　凡 
　　　　　「社会をみつめる」 
　　　　　　東京大学大学院教授　　　佐藤健二 
　　　　　「自然とむきあう」 
　　　　　　滋賀県立琵琶湖博物館長　篠原　徹 
　　　　　「生誕地から考える」 
　　　　　　福崎町長　　　　　　　　嶋田正義 

　辻川界隈観光ボランティアのみなさんが「ゆか
りの地」をご案内します。 
時　間　１０：００～ 
場　所　辻川界隈 
参加費　弁当つき･･･１，０００円 
　　　　弁当なし･･･無料 

演劇「柳田國男と河童」 
時　間　１３：３０～ 
場　所　文化センター 
定　員　先着順（予約は必要ありません。自由席。） 
参加費　無料 
出　演　「銀の馬車道劇団」・地元のみなさん 
特別出演　渋谷天外 
脚本・演出　上田浩人（松竹チーフプロデューサー） 
音　楽　岸田敏志 
振付指導　パパイヤ鈴木 

時　間　１８：００～ 
会　場　エルデホール 
参加費　３，０００円 

時　間　１８：００～ 
会　場　もちむぎのやかた 
参加費　２，０００円 

もちむぎ夕食会 夕食交流会 

要予約 

予約不要 

申込方法 イベントには事前に申込が必要です。次の方法でお申し込みください。 
※演劇は予約不要。 

■郵送・持参・ＦＡＸによる申込 
　ご自宅へ配付しているチラシまたは教
育委員会備え付けの申込用紙に必要事項
を記入のうえ、お申し込みください。 

■ホームページ・携帯サイトによる申込 
URL　http://www.50nensai.com 
ケータイサイト　http://www.50nensai.com/m/

問い合わせ先　社会教育課（内線２５７） 

要予約 要予約 

※夕食交流会には町外の方を優先しています。 



　山桃忌奉賛事業として文化協会の主催で、次
の行事が行われます。どうぞご参加ください。 
【写生大会】 
対象　小・中学生対象 
日時　７月３０日（土）・３１日（日）９：００～ 
場所　柳田國男生家付近 
審査　日和佐治雄先生 
 
【短歌祭】 
日時　８月７日（日）１０：００～ 
場所　文化センター　小ホール 
選者　楠田立身先生（日本歌人クラブ近畿ブロック長） 

５ 

ほん・ひと・ゆ
めのひろば

22－379022－3790

行事予定（７月１６日～８月１４日） 

子ども映画会 
7月23日（土） 
14：00～ 

「おおかみと七ひき 
の子やぎ」 

おはなし会 

7月16日（土） 
11：00～ 

えほんのじかん 
8月3日（水） 
11：00～ 

資料整理日８月４日（木）休館 

新 着 図 書 
八千種研修センター　図書室 
　22－1564 
一般書7冊　　児童書2冊 
「戦国三姉妹」　　　　　小和田哲男 
「ちょちょら」　　　　　畠中　　恵 

　今年も７月３１日（日）から８月７日（日）まで、
辻川界隈展を開催します。 
　８月６日（土）には、民俗学の夕べを催します。
お誘い合わせのうえ、お越しください。 
【辻川界隈展】 
日時　７月３１日（日）～８月７日（日） 
場所　辻川界隈周辺（公民館、鈴の露酒店、もち

むぎのやかた ほか） 
内容　辻川のまちをギャラリーに見立てて、川柳、

短歌、版画、陶芸、絵画、写真などを展示
します。 

【民俗学の夕べ】 
日時　８月６日（土）１８：３０～ 
場所　鈴の森神社境内 
内容　吹奏楽、歌唱劇、演舞、猿回し、播磨の田

植え踊り、辻川鬼太鼓、餅まき、夜店 
（辻川区） 

日　時　８月６日（土）　１５：００～２１：００ 
　　　　　　７日（日）　９：００～１３：００ 
場　所　柳田國男生家・町民第１グランド駐車場周辺 
　　　　（雨天一部開催） 
　○６日（１日目） 
　　柳田國男生家　五色百人一首教室 
　　柳田國男記念館　語り部・紙芝居・朗読・怪談話など 
　　歴史民俗資料館　歴民カフェ 
　　第１グランド駐車場　テント村・ステージイ
　　　ベント（和太鼓演奏・創作楽器の演奏・三
　　　味線・ギターなど） 
　　※夜間は、会場から辻川山展望台までの間を
　　　灯籠でライトアップします。 
　〇７日（２日目） 
　　第１グランド駐車場　テント村・ステージイ
　　　ベント（ギターマンドリン・民踊・フラダ
　　　ンス・よさこい・手品・吹奏楽・琵琶＆太
　　　鼓・日本舞踊など） 

　みなさんに 

　ご協力いただき 

8／6（土）・7（日）は 

同時開催イベントが 

　盛りだくさん！ 

　みなさんに 

　ご協力いただき 

8／6（土）・7（日）は 

同時開催イベントが 

　盛りだくさん！ 

　みなさんに 

　ご協力いただき 

8／6（土）・7（日）は 

同時開催イベントが 

　盛りだくさん！ 

福崎町文化協会からのお知らせ 福崎町文化協会からのお知らせ 福崎町文化協会からのお知らせ 

とうろう 

手作りうちわ・せんぷうきで暑い夏を乗り切ろう！ 
　対　象　小学生２０人（先着順）　要申込 
　日　時　７月２８日（木）１３:３０～１５:００ 


