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　新年おめでとうございます。 
　新しい年を迎えることはうれしいことです。希望を夢見て１年の計画を立て、
今年もがんばろうと決意を新たにできるからです。 
　約20年間取り組んできた公共下水道事業は工業団地内を除いて完了します。 
　福崎駅周辺を整備して西の玄関にふさわしい賑わいを取り戻してほしいという
声を聴いてきました。昨年末には駅周辺の測量を実施し、いま設計図を描いてい
ます。国・県の指導や補助を受けて、平成26年度から事業に着手します。用地の
ご協力をはじめとして、いろいろとお世話になりますが、ご支援をよろしくお願
いいたします。 
　４月には八千種幼児園を開園し、引き続いて高岡幼児園の建設に取り組みま

す。福崎町の未来を背負ってくれる子どもたちの笑顔が楽しみです。 
　いま、福崎町第５次総合計画の策定を進めています。福崎町のこれからの10年を指し示す大切な計画です。
高齢化、少子化が進行しており、政治や経済も決して安定高齢化、少子化が進行しており、政治や経済も決して安定しているとはいえませんが、町しているとはいえませんが、町民の皆様の参画民の皆様の参画
と協働で「活力にあふれ　風格のある　住みよいまち」を実現する立派な計画を作りたいと思っています。 
　心配なこともあります。憲法を変え、戦争に突き進むのではないかという不安です。 
　戦争は多くのいのちを奪います　戦争は多くのいのちを奪います。戦争はお金を無駄に使います戦争はお金を無駄に使います。戦争は自由と民主主義を大きく制限します戦争は自由と民主主義を大きく制限します。 
　４月から消費税が引き上げられます。貧富の格差が広が　４月から消費税が引き上げられます。貧富の格差が広がっている状況の中で、一層悪いっている状況の中で、一層悪い影響が出ないか影響が出ないか
心配です。税は福祉の向上に役立てる約束になっていますので、しっかりと見守らなければなりません。 
　今年は午の年です。馬は昔から私たちの生活の中に入り　今年は午の年です。馬は昔から私たちの生活の中に入り込み、親しく付き合ってきまし込み、親しく付き合ってきました。大きな馬力た。大きな馬力
で、今年を実り多い年にしようではありませんか。 
　本年もよろしくお願いいたします。 

　新年あけましておめでとうございます。町民の皆様におかれましては、穏やか
に新たな年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
　年頭にあたり、福崎町議会を代表いたしまして、謹んで新年のごあいさつを申
し上げます。 
　振り返りますと、安倍政権の経済政策「アベノミクス」は、大胆な金融緩和、
機動的な財政出動、成長戦略の「三本の矢」を打ち出し、デフレ脱却と経済再生
をめざし、多くの施策が実施され景気が回復しつつあります。 
　しかし、景気が回復したか否かの国民の実感は、国民の所得水準が上がり、消
費活動が活発になってこそ回復したと実感するものであります。本年中には消費
税の増税、原子力発電所の再稼働、TPP問題など、国民生活を大きく左右する重

要な課題が山積しています。 
　一方、福崎町では、長年の懸案でありました　一方、福崎町では、長年の懸案でありましたJR福崎駅周辺整備事業の着手や将来を見据えた福崎町のま福崎駅周辺整備事業の着手や将来を見据えた福崎町のま
ちづくりの指針となる総合ビジョン（第５次総合計画）のちづくりの指針となる総合ビジョン（第５次総合計画）の策定などの多くの課題がありま策定などの多くの課題があります。これらの課す。これらの課
題について、議員一丸となって議論を重ね、町行政の円滑な推進により一層の努力をしてまいります。 
　本町議会は、昨年４月の福崎町議会議員選挙から議員定　本町議会は、昨年４月の福崎町議会議員選挙から議員定数を２名減らし、数を２名減らし、14名の議員で町政全般のチェ
ックと政策の提言などの議会活動を行っています。地方分ックと政策の提言などの議会活動を行っています。地方分権改革が進展し、まさに地方の権改革が進展し、まさに地方の時代となりつつ時代となりつつ
あるいま、地方自治体や議会の果たすべき役割はますますあるいま、地方自治体や議会の果たすべき役割はますます重要となっています。そのため重要となっています。そのため、多様化する住、多様化する住
民ニーズを的確に把握した施策提案、積極的な情報の公開民ニーズを的確に把握した施策提案、積極的な情報の公開、透明性の確保を図り、町民の、透明性の確保を図り、町民の皆様に「信頼さ皆様に「信頼さ
れる議会」をめざした取り組みを進めてまいります。 
　清々しい新年の門出にあたり、町民の皆様のご健康とご　清々しい新年の門出にあたり、町民の皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げま多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のごして、新年のご
あいさつといたします。 
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行事予定（１月１８日～２月５日） 

おはなし会 

1月18日（土） 
11：00～ 

えほんのじかん 
2月5日（水） 
11：00～ 

おたのしみ会 
2月1日（土） 
14：00～ 

子ども映画会 

1月25日（土） 
14：00～ 

「世界名作劇場 
フランダースの犬（前編）」 

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3冊 
「祈りの幕が下りる時」　東野　圭吾 
「検事の死命」　　　　　柚月　裕子 

　第１回　１月２２日（水） 

　第２回　２月２６日（水） 

　第３回　３月２６日（水） 

講師　姫路おはなしの会　小栗栖真弓さん 

　　　詳細については図書館まで 

＊ストーリーテリング…絵や身振り手振りを入れず、 
　素朴に語ることで子どもの想像力を育みます。 

資料整理日 2月6日（木） 休館 

●文化センター行事予定（１／２０～２／１９） 

神崎学園 
日時：１月２３日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　２月１３日（木）　１３：２０～１５：２０　専門講座  
福寿学園 
日時：２月１３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：１月２３日（木）　１３：２０～１５：００ 
演題：「食物は健康へのかけ橋」 
講師：神戸医療福祉大学　社会福祉学部 
　　　　　教授　豊山恵子 
＊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。 

★エルデホール催物のご案内★ 

◆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 
　【１月の休館日】１日・２日・３日・９日・１４日・１６日・２３日・３０日 
　【２月の休館日】６日・１２日・１３日・２０日・２７日 
　E-mail　 erude@town.fukusaki.hyogo.jp 
　http://www.erude.town.fukusaki.hyogo.jp/

３月16日（日） 3月の催し チケット好評発売中！ 

チャリティー・イベント＆心のコンサート 

■出演／アルコバレーノ少年少女合唱団 
　（協力出演）ソプラノ声楽家松本温子 ＆ ピアニスト松原和音 
　 東北ボランティアの体験談とメッセージ　アロマ美人　中田貴子 
■開演／１３：３０（開場１３：００） 
■入場料／大人５００円、中学生以下無料 
☆東北復興支援プロジェクトとして、みんなの気持
ちを歌声とバルーンにのせて届けましょう。イベン
トホール、ロビーでも楽しいイベントがありますので、
お楽しみください。 

１月19日（日） 1月の催し チケット好評発売中！ 

チケット好評発売中！ 

☆みんなキラキラ☆夢コンサート 

■出演／兵庫稲美少年少女合唱団・田原っ子合唱団 
■開演／第１部　１３:３０　「田原っ子合唱団」公開レッスン 
　　　　第２部　１４:１０　「兵庫稲美少年少女合唱団」 

☆みんなキラキラ☆夢コンサート 
■入場料／大人８００円、小・中・高校生５００円 
　　　　　親子ペア券１,０００円　　　　【全席自由】 
☆毎年、海外の一流合唱団と競演し、過去８回の海

外公演も行っている「兵
庫稲美少年少女合唱団」
のコンサート。数々の
受賞実績があり高い評
価を受けているハーモ
ニーをご堪能ください。 

２月11日（火・祝） 2月の催し 

アンディ先生のマジック＆イリュージョンショー 

■出演／アンディ先生 
■開演／１４：００（開場１３：３０） 
■入場料／５００円 
　（３歳未満無料）【全席自由】 
☆幼児から大人までいっしょ

にご覧いただける全年齢型マジックショー。ありえ
ない瞬間移動、浮遊など、想像をこえる魔法世界を
お見逃しなく！みなさんの笑顔をお約束します。 
■主な出演番組／シャキーン！（NHK教育）、世界
まる見え！テレビ特捜部（日本テレビ系）ほか 

３ 
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辻川山に柳田國男とその兄弟（松岡家五兄弟）の石像を設置 
松岡家五兄弟石像除幕式と学問成就の道めぐり　開催 松岡家五兄弟石像除幕式と学問成就の道めぐり　開催 松岡家五兄弟石像除幕式と学問成就の道めぐり　開催 

日時　２月８日（土）１０：００～ 
集合　柳田國男・松岡家記念館前 

☆同時開催イベント☆ 

鈴ノ森神社合格祈願祭 
時間：１１：００～　場所：鈴ノ森神社 

内容：合格祈願ご祈祷（熊野神社宮司） 

　　　※祈祷は有料です。 

＜主催＞　辻川区 

もちむぎのやかた 
季節限定の合格にちなんだ御膳の販売 

ポールウォーキング講習会 
　～歴史と文化を歩く～ 
時間：９：００～　場所：第１グランド周辺 

対象：誰でも可（先着５０人） 

申込期間：１月１４日（火）～２月４日（火） 

参加料：１００円（ポールレンタル料別途） 

申し込み先：第１体育館（　２２－１１５３） 

（詳しくは、１６ページをご覧ください。） 

＜主催＞　福崎町教育委員会 

　　　　　福崎町スポーツ推進委員会 

■主催／福崎町教育委員会 
　　２２－０５６０（内線２５７） 

鈴ノ森神社 鈴ノ森神社 

北野天満神社 北野天満神社 

参加者には記念品をプレゼント！ 参加者には記念品をプレゼント！ 参加者には記念品をプレゼント！ 

温かい汁物を 
用意しています。 
１杯１００円 

柳田國男 

松岡静雄 井上通泰 

松岡映丘 

松岡　鼎 

な 

楽
し
い
し
か
け
が 

あ
る
か
モ
〜
♪
　 

要申込 

申込不要 

　辻川界隈では、中播磨県民局の地域の夢推進事業「辻川
地区まちなみ美化事業」により、みなさんの憩いの場として、
また観光のスポットとしてさらに活用するため、さまざま
な整備を進めています。 
　辻川山周辺にある鈴ノ森神社と北野天満神社は、どちら
も学問成就に縁がある神社として知られています。 
この二つの神社を結ぶ道を「学問成就の道」と名 
付け、道沿いに柳田國男とその兄弟（松岡家五兄 
弟）の石像を設置します。 
　石像の除幕式と辻川山散策イベントを行います 
ので、ぜひご参加ください。 
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　みなさんは特産もち麦のことをどれくらい知っていますか？ 
　もち麦の魅力を知っていただくためにフォーラムを開催します。
　もち麦の持つ健康パワーや調理方法など、知ってうれしい内容
がいっぱいです。ぜひご参加ください。 

日時　２月１日（土） 
　　　　料理実演・試食会　１０：００～（開場９：３０） 
　　　　講演会　　　　　　１３：１５～（開場１２：４５） 
場所　エルデホール 

主催　もち麦産地振興協議会 

　　　兵庫県　福崎町 
 

共催　兵庫県司厨士協会　福崎町商工会 

　　　ＪＡ兵庫西　もち麦生産組合 

　　　㈱もちむぎ食品センター 

「料理実演・試食会」の申込方法 
①参加希望人数 ②代表者氏名 ③住所（郵便番号） ④年

齢 ⑤電話番号をご記入のうえ、はがき、FAXまたはメ

ールでお申し込みください。 

〇はがきの場合　〒６７９－２２８０のみで届きます。 

〇F A X の 場 合　０７９０－２２－２９１９ 

〇Eメールの場合　nourin@town.fukusaki.hyogo.jp 

（Eメールで申込の場合は、件名に「もち麦フォーラム」

とご記入ください。） 

※応募者多数の場合は抽選で決定します。発表は参加

証の発送をもって代えさせていただきます。 

問い合わせ・申し込み先 
もち麦産地振興協議会事務局（農林振興課内） 

「もち麦フォーラム」係 

　２２－０５６０（内線３１２）（土日祝除く８：３０～１７：１５） 

講師 

　元神戸ポートピアホテル「アランシャペル」 

　　　　　エグゼクティブシェフ　小久江次郎 

　元神戸西神オリエンタルホテル 

　　　　　　　　　　　総料理長　坂本　孝弘 

　ルミナス神戸２　　　総料理長　橋本　晴生 

　もちむぎ商品を使った家庭料理をプロのシェ

フから学びます。憧れのシェフがこの日のため

に用意したレシピで、もちむぎ商品が最高の家

庭料理に変身します。「もちむぎ商品を使って

みたいけど調理方法がわからない」という方、

ぜひご参加ください。 

定　　員　１００人 

参 加 費　１,０００円 

申込締切　１月１０日（金）　 

○午前の部（１０：００～１２：３０） 

料理実演・試食会 
「憧れのシェフの料理講習会　　　　 
　～もちむぎ商品と認証食品を使って～」 

講師 

　大麦食品推進協議会 会長 

　大妻女子大学　名誉教授　池上幸江 

　高い健康効果で注目されて 

いるもち麦の驚くべき機能性 

について紹介し、食への活用 

を健康面から提案していただ 

きます。 

定　員　２５０人 

参加費　無料 

 

　２０年以上の歴史を誇る福崎町産もち麦の生産

農家と、産地を支え奮闘されているみなさんか

らメッセージを発信します。 

○午後の部（１３：１５～１５：３０） 

講演会 

産地紹介・パネルディスカッション 

「もっと知りたい　もち麦の健康パワー　 
　～機能性・健康面からもち麦を考える～」 

両方行きたいな♪ 

要申込 申込不要 


