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主催：兵庫県・福崎町 
協賛：兵庫県土地改良事業団体連合会 
　　　兵庫県ため池等整備事業促進協議会 
　　　（社）兵庫県治山林道協会 

災害のない豊かな農村をめざして 

●ため池の保全 
　多くのため池は、造られてから長い歳月がたち、古
くなっています。 
　機能が十分に発揮できなくなったため池は、規模に
応じて、国や県、町とため池管理者である農家の人た
ちがお金を出しあって、改修工事を行うことができま
す。 
●ため池のパトロール 
　県土を水害から守るため、毎年６月を「豊かなむら
を災害から守る月間」に定め、関係機関あげて防災パ
トロールを行っています。 
　日頃から堤防を見回り、草刈りや雑木の伐採、洪水
吐（余水吐）や取水施設の補修など、地道な管理努力が
大切です。大雨が予想されるときは、水位を下げてお
きましょう。 
●子供たちにお願い！ 
・雨が降ったあとの水路には、近づかないようにしま
しょう！ 
　ひとたび雨が降ると身近な水路も流れが早く深く
なり、危険な場所に変わってしまいます。 
・ため池や川へは必ず大人といっしょに行きましょう！ 
　ため池や川のふちは滑りやすく急に深くなってい
て大変危険です。 
●土砂災害にも注意しましょう 
　予兆を感じたら早めに避難しましょう。 
・斜面の途中から水が急に湧きだした場合 
・斜面からパラパラと小石等が落ちてくる場合 
・石垣や擁壁にズレや亀裂が生じた場合 

ばっさい 
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大雨に注意！！ 
　災害の多くは長雨や集中豪雨が原因で起こり
ます。 
　１時間に２０ミリ以上、または降り始めから８０
ミリ以上降ると危険です。 
　十分に警戒してください。 

●文化センター行事予定（6/20～7/18） 

神崎学園 
日時：６月２８日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　７月１２日（木）　１３：２０～１５：２０　専門講座 

福寿学園 
日時：６月２１日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　７月１２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：６月２８日（木）　１３：２０～１５：００ 
　演題：「長年苦しんだ体の痛み・うつ・めまい 
　　　　　ついに分かった本当の原因」 
　講師：整体院ハーモニー　院長　牛尾重信さん  
サルビアセミナー（公開講座） 
　日時：７月５日（木）　１３：３０～１５：００ 
　演題：「声の文化史」 

～人は何時頃から声を意味ある声として聞
いてきたのか？時代によってどのような声
が好まれたのか？～ 

　講師：兵庫教育大学　教授　長尾義人さん  
＊公開講座は、一般の方も参加できます。どうぞ、
お越しください。 

平
成
２３
年
度 

た
め
池
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
状
況 

いつごろ 



３ 

福崎町消防団 
消防操法大会開催 

　５月１３日、福崎東中学校で、第４２回福崎町消防団
消防操法大会を開催しました。 
　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、板坂分
団指揮者・福本真一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　辻川分団　　　第４位　吉田分団 
　第５位　西大貫分団 
　なお、優勝した新町分
団（自動車ポンプの部）、
庄分団（小型動力ポンプの
部）は、７月８日に兵庫県
広域防災センターで開催
される「第２４回中播磨消
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） 

　新町分団 ▲  

▲庄分団 

◆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】７日・１４日・２１日・２８日 
　【７月の休館日】５日・１２日・１７日・１９日・２６日 
　E-mail　 erude@town.fukusaki.hyogo.jp 
　http://www.erude.town.fukusaki.hyogo.jp/

 

7月の催し 

■出演／木村大 
　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木村大さんのコンサ
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♪ 

29  

「木村大コンサート」 エルデ 
サマーコンサート 

チケット好評発売中！ 

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

　６月１日、善意賞表彰式を行いました。 
　善意賞は、各分野で人々の模範と認められる
善意の行為があった方に贈られるもので、個人
にはサルビア賞を、団体にはクロガネモチ賞を
贈り、その善意をたたえています。受賞された
方は次のとおりです。（敬称略）  
【サルビア賞】 
　　内藤存代 
　　内藤正登 
　　水田一江 
　　中居美代子  
【クロガネモチ賞】 
　　福崎民踊会 
　　いなみ野　神崎 
　　　かんざき  
　受賞者のみなさんは、永年にわたってボラン
ティア活動に精力的に取り組まれ、地域住民の
福祉向上のために貢献されています。 
　みなさんの今後ますますのご活躍を祈念します。 

（総務課） 

○ ヨ 
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町長賞 福崎町美術展 

　第３０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１９０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  
商 工 会 長 賞  
兵庫西農業協同組合長賞 
神崎郡美術協会長賞  
奨 励 賞  

日本画 
藤原　信子（姫路市） 
神田　　唯（姫路市） 
松岡弥寿子（姫路市） 
藤田　照美（福崎町） 
小林　久美（姫路市） 
水谷久美子（姫路市） 

2人 
岡本　　林（市川町） 
森元美根子（姫路市） 

洋画 
綾部　健治（姫路市） 
前川　昌弘（姫路市） 
水野ちゑ子（西脇市） 
　松八重子（福崎町） 
足立　哲郎（朝来市） 
正部　心也（福崎町） 

3人 
足立　知一（神河町） 
　嶋眞美子（姫路市） 
藤田　照美（福崎町） 

書 
山中真由美（姫路市） 
藤本　照子（福崎町） 
屋　　清美（福崎町） 
藤岡　照代（福崎町） 
　橋　淳子（神河町） 
小野　　晃（姫路市） 

2人 
藤本　陽子（福崎町） 
鎌谷ため子（福崎町） 

写真 
三枝　七郎（姫路市） 
菅原　　勉（姫路市） 
西林　英幸（姫路市） 
梶原　裕司（福崎町） 
藤澤　雅代（市川町） 
岡野　靖彦（加古川市） 

5人 
城谷　　滿（福崎町） 
衣川　孝司（朝来市） 
田中　信政（福崎町） 
多田　孝好（市川町） 
尾　　誠一（福崎町） 

彫塑・工芸 
鈴木　健司（姫路市） 
長谷川千賀子（加東市） 
東　　萬平（姫路市） 
坂元　孝行（姫路市） 
木村　義春（福崎町） 
本城　　茂（姫路市） 

3人 
黒田　英子（姫路市） 
鈴木みゆき（福崎町） 
松本　　勝（福崎町） 

（敬称略） 

日本画「無花果」 
 棚原 啓子（姫路市） 

洋画「晩秋」 
 原田 哲三（姫路市） 

書「殷堯藩詩」 
吉田 慶子（神戸市） 

写真「龍神の舞い」 
藤澤 昌信（市川町） 

彫塑・工芸「雲リング」 
 久保 健史（宍粟市） 

突撃！食育レポート 
「男性の料理　いろは教室」受講生の　寄弘一さん宅 
 を訪問してお話を伺いました。 

　お料理上手な奥様との二人ぐらし。 
カントリーチョコケーキはご主人の得意メニューで、お孫
さんも大好きだそうです。 
☆ご主人コメント 
「健康管理に気を配りながら、２人で食事を楽しんでいま
す。料理は苦になりません。料理教室で友だちの輪がひろ
がりました。」 
☆奥様コメント 
「料理は薄味で脂っこいものは控えめにしています。主人
が作った野菜は特別おいしいです。留守にする時でも安心
して出かけられます。」 

食 育 通 信 
～みんなで食育を実践しよう～ 


