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　１０月１３日、平成２３年度全国
自治会連合会全国大会で、西
光寺区長の中井肇さんが、多
年にわたり区長として地域活
動の推進と住民自治の振興発
展に寄与された功績に対し、
全国自治会連合会会長表彰を
受賞されました。 
　おめでとうございます。 
　今後の更なるご活躍を祈念します。 

　１１月１０日、第 
４２回兵庫県連合自
治会大会で、長年
にわたり区長とし
て明るく住みよい
地域社会づくりに
貢献されたことに
対し、自治賞を兵庫県知事から、会長表彰を兵庫県
連合自治会会長から受賞されました。 
　受賞された方々は次のとおりです。（敬称略） 
【兵庫県自治賞（１０年）】 
　中田光夫（南大貫） 
【兵庫県連合自治会会長表彰（５年）】 
　生田文幸（西野）・釜坂道弘（辻川） 
　今後ますますのご活躍を祈念します。 

（総務課） 

　１０月２８日、笹川記念会館で、中播公平委員会委
員長の澤田　昭さんが、１３年余りにわたって公平委

員会委員に在職されていること
に対して、公平委員会制度６０周
年記念総務大臣表彰を受賞され
ました。 
　おめでとうございます。 
　今後ますますのご活躍を祈念
します。 

（中播公平委員会） 

　スポーツや技能大会などで優秀な成績をおさめた
児童生徒を対象にした「ゆずりは賞」の表彰式が、
１１月１日に県公館で開催され、福崎東中学校３年生
の石山歩くんがスポーツ部門で受賞されました。お

めでとうございます。 
（学校教育課） 

　１１月１日、２日に開催さ
れた第４０回全国老人クラブ
大会で、庄老人会が、活動
が優秀で老人クラブの育成
発展に功績があったことに
対し、優良老人クラブ表彰
を受賞されました。 
　おめでとうございます。今後とも、豊かな地域
づくりのため、ますますのご活躍を祈念します。 

（健康福祉課） 

　１１月１０日、１１日、
東京都で第５２回
全国スポーツ推
進委員研究協議
会が開催されま
した。 
　その席上で、宮下博委員長と中塚幹男副委員長が
３０年勤続スポーツ推進委員表彰を受賞されました。 
　この賞は、スポーツ推進委員を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
県からは２１人が受賞されました。 
　両委員とも、各種スポーツ大会や行事の企画・運
営等を通じて、福崎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） 

２ 



　１１月１２日、神河町立寺前小学校で「第５回神崎
郡子ども会オセロ大会」が開催されました。参加者
３６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。 
【低学年の部】 
準優勝　直江蒼士（小３） 
第３位　楠田一葉（小２） 
　各部の上位入賞者１６人は、２月１８日に開催され
る第５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） 

　福崎町では、成人の方々を祝し、成人式を次の日程

で開催します。 

　今回も成人式実行委員会のみなさんによる企画等を

取り入れ、実り多き成人の日となるようにしていきた

いと思います。お誘いあわせのうえ、ご出席ください。 
 

日　時　１月９日（月・祝） 

　　　　午前９時４０分～（受付：午前９時１５分～） 

場　所　エルデホール 

対象者　平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれの方 

※学校や勤務の都合で福崎町に住所がない方

で、成人式をふるさとで迎えたいと希望する

方は、社会教育課までご連絡ください。 

問い合わせ先　福崎町教育委員会　社会教育課（内線２５７） 

　１１月６日（日）、エルデホールで、第１回福崎町食育推進大会を開催しました。 
　食育への意識向上を目的に応募された食育標語のなかから優秀作品の表彰を行いました。 
　また、講演では“ことのは語り”木村まさ子さんが、「育みはぐくまれ～いただきますとご
ちそうさまに心をこめて～」と題し、食の大切さや食への感謝の気持ちを伝えてくださいました。 

 
【小学生・低学年の部】 
　〈最優秀賞〉一人よりみんなで食べるとおいしいね　（高岡小３年　後藤悠輝） 
　〈優 秀 賞〉朝ごはんぼくの大事なエネルギー　（田原小２年　森下颯斗） 
　〈優 秀 賞〉｢いただきます｣｢ごちそうさま｣感謝の気持ちを忘れずに　（田原小２年　柳田あまね） 

【小学生・高学年の部】 
　〈最優秀賞〉朝ごはん食べたら脳が活性化！！　（福崎小４年　古川授理） 
　〈優 秀 賞〉広げよう楽しい食事家族の輪　（高岡小５年　　高裕貴） 
　〈優 秀 賞〉かくし味それはみんなの笑顔です　（八千種小６年　中島絹華） 

【中学生の部】 
　〈最優秀賞〉１日のリズムをつくる朝ご飯　（福崎西中２年　　寄文哉） 
　〈優 秀 賞〉温かい我が家の食事日本一　（福崎東中１年　水田　駿） 
　〈優 秀 賞〉家族との食事でつながる笑顔の輪　（福崎東中３年　川端茉里奈） 

【一般の部】 
　〈最優秀賞〉やめよう！｢朝ぬき・早喰い・好ききらい｣　（安田　正） 
　〈優 秀 賞〉いただきます命をつなぐ食べ物を　（尾内みや子） 
　〈優 秀 賞〉おいしいねみんなで食べると心も満腹　（川　　恵） 

第１回福崎町食育推進大会開催 

食 育 通 信 
～みんなで食育を実践しよう～ 

３ 

食育標語最優秀・優秀作品 



４ 

一人暮らし老人慰安会 一人暮らし老人慰安会 一人暮らし老人慰安会 

　１０月２３日、吉田の

内藤ことめさんが満百

歳を迎えられました。  

　お祝い訪問の際には、

優しい笑顔で迎えてい

ただいたのがとても印

象的でした。 

　現在もあたたかいご

家族に支えられて、幸せにお過ごしです。 

　今後も、ますますお健やかに、さらなるご長寿をお

祈りします。 

　なお、百歳をお祝いして、百歳の森記念碑に、お名

前を刻みました。　　　　　　　　　　（健康福祉課） 

　１０月２２日（土）、文珠荘で、「一人暮らし老人慰
安会」を行いました。 
　ボランティアグループ（民踊会・マイフレンド・
いなみの神崎）による「民謡」「フラダンス」「ハ
ーモニカ」など見所満載のアトラクションと、飛
び入りのみなさんが自慢ののどを披露され、楽し
いひとときを過ごしました。　　　（健康福祉課） 

●文化センター行事予定（12/20～1/19） 

神崎学園 
日時：１２月２２日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　１月１２日（木）　１３：２０～１５：２０　専門講座 
　　　（各部ごとに記念撮影があります。） 

福寿学園 
日時：１月１２日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　（各部ごとに記念撮影があります。） 
　　　１月１９日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 

老人大学一般教養講座（公開講座） 
日時：１２月２２日（木）　１３：２０～１５：００ 
演題：高齢者の交通事故防止について 
　　　講演の後、兵庫県警音楽隊による演奏もあり

ます。 
講師：兵庫県警察本部交通部交通企画課スタウス 
＊上記公開講座は、一般の方も参加できます。 

　１１月５日月５日（土）、６日、６日（日）の２日間、福崎秋まつりの２日間、福崎秋まつり
が開催されました。今年もイベント盛りだくさん！ 
文化センター、エルデホールなどの会場は、多くの人
でにぎわいました。 

　１１月５日（土）、６日（日）の２日間、福崎秋まつり
が開催されました。今年もイベント盛りだくさん！ 
文化センター、エルデホールなどの会場は、多くの人
でにぎわいました。 

東日本大震災復興支援チャリティバザー 東日本大震災復興支援チャリティバザー 東日本大震災復興支援チャリティバザー 

英語で話そう！イングリッシュ・フェスティバル 英語で話そう！イングリッシュ・フェスティバル 英語で話そう！イングリッシュ・フェスティバル 毎年この味が楽しみ！自慢の味コーナー 毎年この味が楽しみ！自慢の味コーナー 毎年この味が楽しみ！自慢の味コーナー 

もち麦焼餅づくりを体験 もち麦焼餅づくりを体験 もち麦焼餅づくりを体験 満員の会場 満員の会場 満員の会場 力作ぞろいの公民館クラブ活動展 力作ぞろいの公民館クラブ活動展 力作ぞろいの公民館クラブ活動展 



ほん・ひと・ゆ
めのひろば

22－379022－3790

行事予定（１２月１７日～１月１１日） 

おはなし会 

12月17日（土） 
11：00～ 

えほんのじかん 
1月11日（水） 
11：00～ 

◆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 
　【１２月の休館日】１日・８日・１５日・２２日・２４日・２９日～３１日 
　【１月の休館日】１日～３日・５日・１０日・１２日・１９日・２６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★ 

２月18日（土） 

■出演／桂南光・桂こごろう・桂紅雀・

　　　　桂二乗 

■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】 

☆テレビのバラエティー番組やコメンテ

ーターとしても活躍中の桂南光さんの落

語会です。 

２０１２年、新春の初笑いをエルデホールでお楽しみください。 

2月の催し 

『桂南光独演会』 新春エルデ寄席 

チケット好評発売中！ 12月23日（金・祝） 

チケット好評発売中！ 

12月の催し 
エルデ 

クリスマスコンサート バラライカ＆ハンドベルコンサート 

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2冊 
「百歳」　　　　　　　　柴田　トヨ 
「大江戸釣客伝（上・下）」　夢枕　　獏 

■出演／ 

　北川翔・大田智美（バラライカ・アコーディオン） 

　姫路YMCAハンドベル・クラブ（ハンドベル） 

■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３００円増）【全席自由】 

☆『バラライカ』は三角形の胴が特徴的な弦楽器です。ナイ

ロンとスチールの三弦を指で弾いて演奏します。バラライカ

奏者の北川翔さんは、祖父、父、子と３代にわたりバラライ

カの継承につとめています。今回はバラライカとクリスマス

ハンドベルのステージです。エルデホールにバラライカの音

色とハンドベルの音色が響きます。すてきなクリスマスのひ

とときをお楽しみください。 

３月24日（土） 

■出演／兵庫芸術文化センター管弦楽団 

■入場料／大人２,０００円　高校生以下１,０００円 

【全席指定】 

☆エルデホールにオーケストラがやって

きます。対象年齢３歳以上のコンサート

です。３歳以上は入場可能ですが、チケ

ットの購入が必要です。 

コンサートの最後は「エーデルワイス」を客席のみなさん

といっしょに演奏する予定です。 

春休みの１日に、家族みんなでお越しください。 

（当コンサートは、兵庫県・兵庫県立芸術文化センター

との共催事業です。） 

3月の催し 

春休みPAC子どものためのオーケストラ・コンサート 

12月16日（金）チケット発売開始！ 

子ども映画会 

12月24日（土） 
14：00～ 

「スプーンおばさん： 
ナイスデーはハート型　他」 

１２月２３日（金・祝） １０：３０～１２：００ 
☆とんがり帽子を作ろう！ 
☆おはなし会☆パネルシアターなど 

“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（１２／２０～１／１９）

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 

　１２月２１日（水）９：００～　JA八千種前花壇 

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） 

５ 

　日本赤十字社では、日本放送協会（ＮＨＫ）と
の共催により、世界各地で多発する自然災害や武
力紛争等による犠牲者の緊急救援事業、発展途上
国の赤十字社の行う保健衛生・災害対策事業等の
開発協力を行うため、「ＮＨＫ海外たすけあい」を
行っています。 
　健康福祉課の窓口に募金箱を設置していますので、
ご協力ください。　　　　　　　　　（健康福祉課） 

今年も始まります 
『ＮＨＫ海外たすけあい』 
今年も始まります 

『ＮＨＫ海外たすけあい』 
１２月１日～２５日 


