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体に無理
のない範

囲で 

ご協力を
お願いし

ます 

今年の夏もみんなで節電！ 今年の夏もみんなで節電！ 

２ 

住民基本台帳法の一部が改正されます 7月9日から 

★住民票に方書が記載されました 
　住民基本台帳法の改正にあわせて、６月２２日から、住民票にア
パートやマンション名、部屋番号などを住所として記載しています。 
　住所変更について、ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。 
 
★外国人住民のみなさんへ 
　外国人住民のみなさんにとって日常生活がより便利になるよう、
住民基本台帳法の一部が改正され、日本人と同様に住民票が作成されます。 
　この法律は７月９日に施行され、同時に外国人登録法は廃止になります。 
〔主な改正点〕 
●外国人の方に住民票が作成されます。 
　※国籍に関係なく世帯全員の住民票が発行可能となります。 
●外国人の方に在留カードや特別永住者証明書が交付されます。 
●外国人の方が町外に転出する場合も転出届が必要になります。 
●在留資格や在留期間の変更の届出先が地方入国管理局のみになります。 
　（町への届出は不要） 
〔手続の時期・場所〕 
 

 
・特別永住者の方…現在の外国人登録証明書の確認基準日までに町窓口へ 
・永住者の方………改正後３年以内に入国管理局へ 
・上記以外の方……改正後の在留期間の更新時または在留資格の変更時に
　　　　　　　　入国管理局へ 
※お持ちの外国人登録証明書は、改正後も当分の間は有効です。 

問い合わせ先　住民生活課　町民窓口係（内線３７４・３７５・３７６） 

　マンション、アパート、寮など集合住宅
の建物名と部屋番号などのことです。番地
までの表示では住所が不明確であるとき、
それを明確にするために住所の一部として

扱われるものです。 

「方書」とは？ 
かたがき 

　毎週金曜日は午後７時１５
分まで窓口業務を延長して
行っています。 
　対応業務は、住民票、戸籍、
印鑑証明書、所得証明書の
交付です。 
＊住民異動、 
　印鑑登録は 
　除く。 

住民生活課窓口からの 
お知らせ 

　昨年に引き続き、今夏も電力の需給が厳しくなることが見
込まれます。広域的な停電を回避するため、ご家庭での節電
にご協力をお願いします。 

●エアコンで節電！ 
・室温は２８度を目安に………………………………約１０％削減 
・すだれなどで窓からの日差しを和らげる………約１０％削減 
・エアコンを扇風機に………………………………約５０％削減 

●冷蔵庫で節電！ 
・温度設定を「強」から「中」に変え、食品を詰め込まない
………………………………………………………約２％削減 

●テレビで節電！ 
・省エネモードに設定し、必要な時以外は消す…約２％削減 

節電をお願いする期間 
７月２日（月）～９月７日（金） 

平日　９：００～２０：００ 
（※８月１３日～１５日は除く） 

現在お持ちの外国人登録証明書から「在留カード」または「特別永住者 
証明書」に作りかえが必要です。 

どんなことをすれば消費電力を削減できるの？ 



３ 

◆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】５日・１２日・１７日・１９日・２６日 
　【８月の休館日】２日・９日・１６日・２３日・３０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！ 

　「第３２回福崎町子ども会少年少女将棋大会」
を開催します。参加をお待ちしています。 
日　時　８月２６日（日）９：３０～ 
場　所　文化センター　講義室 
部　門　小学生低学年の部（１～３年） 
　　　　小学生高学年の部（４～６年） 
申込方法 
　所定用紙に必要事項を記入のうえ、８月１８
日（土）までに文化センターへ。 
問い合わせ先 
　文化センター　　２２－３７５５ 

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（水）～３日（金）・６日（月）・７日（火） 
　場所　①八千種県民交流広場　　９:００～１１:００ 
　　　　②高岡小県民交流広場　１０:００～１２:００ 
★後期★ 
　日程　８月１６日（木）～２２日（水）のうち５日間 
　場所　①サルビア会館　　　　　９:００～１１:００ 
　　　　　※１９日（日）・２２日（水）は休み 
　　　　②文化センター　　　　１０:００～１２:００ 
　　　　　※１９日（日）・２０日（月）は休み  
＊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、アドバイスをくださいます。ど
んどん力を伸ばしましょう！ 

＊ボランティア先生も募集中！ご協力いただける
方は、ぜひご連絡ください。 

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 

““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（７／２０～８／１９）のボランティア活動予定
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２１日（土）９：００～　役場周辺街路樹下手入れ 
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） 

　モチモチとした麺と季節の野菜がたっぷり♪これか
らの季節には、和風冷やし麺や中華冷麺風もおすすめ
です。 

材料（４人分） 
もちむぎ麺のバチ２００ｇ、 
きゅうり１本、にんじん１/２本、 
ピーマン１個、玉ねぎ１/２個、
トマト１個、ハム３枚 
たまご２個、カイワレ、レタス 
 

（ドレッシング）お好みでどうぞ 
○マヨネーズ　　　　　　○しょうゆ・酢・砂糖・　
　＋からし（マスタード）　　ごま油・ごま 
　＋カレー粉　　　　　　○めんつゆ・ごま・青じそ 
　＋明太子 
作り方 
①鍋にたっぷりの湯を沸かし、もちむぎ麺のバチを１４
分程度ゆでる。流水で洗いながらぬめりを取り、ザ
ルに入れて水気を取る。 

②きゅうり、にんじん、ピーマン、玉ねぎ、ハムは千
切り、トマトは種をとって小口切り、卵は金糸卵に
する。 

③ドレッシングを混ぜ合わせる。 
④①～③を混ぜ合わせる。 
⑤カイワレやレタスと盛り合わせる。 
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主なイベント 
　・・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 

（社会教育課） 

　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。 
　今年は柳田國男の没後５０年を記念して、講演会や東北・中国地方から
語り部を招いての昔話などを行います。ぜひご参加ください。 

　とき　８月４日（土）・５日（日）　ところ　エルデホール 

1日目 8月4日（土）１３：００～ 要申込 

山桃忌式典 
基調講演　「柳田國男と昔話」 

柳田國男記念館顧問（東京学芸大学教授）　石井正己 
記念講演　「柳田國男の福崎」 

ドイツ文学者・エッセイスト　池内　紀 
日本の昔話①　「鳥取の佐治谷話」 

佐治民話会元会長　中島嘉吉 
日本の昔話②　「山形県の昔話」 

新庄民話の会　渡部豊子 
福崎の昔話　　　図書館応援隊　畑崎節子・鎌谷　泉 

2日目 8月5日（日）１３：００～ 申込不要 

申込方法　８月４日（土）の第１部「柳田國男と昔話
の世界」は事前に申込が必要です。教育委員会　社
会教育課へお申し込みください。 
社会教育課　　２２－０５６０（内線２５６）FAX２２－０６３０ 
※５日（日）の映画は申込不要。 

第１部　柳田國男と昔話の世界 

第２部　東北応援企画　映画祭 

■映画「遠野物語」 
　道ならぬ恋に悩みながらも、愛を貫いた二人の男女が来世
で結ばれるまでを描く。柳田國男の同名物語の映画化作品。 
監督　村野鐵太郎 
出演　隆大介・原陽子・江波杏子・藤村志保・役所広司・ 
　　　仲代達矢　ほか 

関 連 イ ベ ン ト 

☆竹灯籠のあかり 

☆特別メニュー「山桃忌御膳」 

　夏の夜のひとときを幻想的な灯籠のあかりとと
もにお過ごしください。 
と　き　８月４日（土） 
　　　　１９：３０～２１：００ 
ところ　辻川山公園周辺 
※エルデホールから辻川界隈 
　まで無料送迎バスが運行します。 

　特産もちむぎと地元でとれた米や野菜を使った
一夜限りの「山桃忌御膳」を４０食限定でご提供。 
と　き　８月４日（土）１８：００～２０：３０ 
ところ　もちむぎのやかたレストラン 
価　格　１，８９０円（税込・飲み物別） 
※あらかじめ予約が必要です。 
→もちむぎのやかた　０７９０-２３-１５００まで 

☆大庄屋三木家臨時公開 
と　き　８月５日（日）９：００～１５：００ 
ところ　大庄屋三木家住宅 

　入場口に募金箱を設置し、集まった寄附金は遠野市
へ届けます。 
 映画「遠野物語」 
解説　柳田國男記念館顧問（東京学芸大学教授）　石井正己 
上映　遠野市所蔵フィルム 



【辻川界隈展】 
　日時　７月２９日（日）～８月５日（日） 
　場所　辻川界隈周辺（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４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、辻川鬼

太鼓、餅まき、夜店 
（辻川区） 

　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２８日（土）・２９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４日（土）１０：００～ 
　場所　文化センター　小ホール 
　選者　楠田立身　先生（兵庫県歌人クラブ顧問） 

ほん・ひと・ゆ
めのひろば

22－379022－3790

行事予定（７月２１日～８月１２日） 

おはなし会 
7月21日（土） 

11：00～ 

えほんのじかん 
8月1日（水） 

11：00～ 

子ども映画会 

7月28日（土） 
14：00～ 

「スプーンおばさん： 
ふくろうときょうだい　他」 

５ 

資料整理日 8月2日（木） 休館 

対　象　小中学生（要予約） 
7月25日（水）10：00～12：00

文化協会からの 
お知らせ　　　 

でんじろう先生の実験ビデオを上映します。 

７月２１日（土）～８月１２日（日） 
毎日上映（休館日を除く） 

午前の部　１０：３０～　午後の部　１５：００～　（約７０分） 
「科学のおもしろさ」がわかります。 

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3冊 
「希望の地図」　　　　　重松　　清 
「晴天の迷いクジラ」　　窪　　美澄 

●文化センター行事予定（7/19～8/18） 

神崎学園 
日時：７月２６日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　８月２日（木）　１３：２０～１５：２０　専門講座  
福寿学園 
日時：７月１９日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　８月２日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　８月９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：７月２６日（木）　１３：２０～１５：００ 
　演題：「腹式呼吸で健康づくり」 
　講師：ＮＰＯ法人　国際芸術家協会 
　　　　　　大西由香里さん 
＊上記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。 


