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年
末に降り積もった雪が山肌の所々に残る寒

い朝、恒例の「新春歩こう会」    が実施さ

れました。

今秋から計画されている河川工事に伴い、これまで

馴染み深い川沿い風景の一部が様変わりすることもあ

り、今回は、平福の数々の史跡や名所を巡りながら、

ゆっくりと楽しみながら歩くコースになりました。小

さな子どもから高齢者のみなさん、幅広い年代のたく

さんの方々に参加していただきました。また、利神ド

ジャースのメンバーもユニホーム姿で参加してくれま

した。

ゆっくりと歩きながら、昔の懐かしい思い出話に花

が咲き、笑顔いっぱいの姿、手を合せ、今年一年の幸

福と健康をお祈りされる姿、仲良く手をつなぎ、元気

いっぱいの笑顔で歩く子どもたちの姿など、ゆっくり

した時間の中に、いろいろな笑顔があふれました。

歩いた後は、郷土を考える会のみなさんから温かく

ておいしい豚汁もふるまわれました。ほんわかな湯気

の中、舌鼓を打ちながら、ここでも笑顔があふれてい

ました。最後には、福引き会も行われ、手持ち札を握

りしめながら一喜一憂の場面もあり、和やかな半日と

なりました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございまし

た。スタッフのみなさん、ご苦労様でした。お世話に

なりありがとうございました。

地
域づくり協議会も皆様のご協力により、5 月の

定期総会以来行事等に取り組んでいます。

21 年 8 月の台風 9 号による豪雨災害のつ

め跡が、いまだに尾を引いている感じがするこの頃です

が、ふれあい体育祭、新春歩こう会、センターだよりの

発行等、進めているところです。

以前より懸案であった『県民交流広場』を地域福祉

センター 1 階に 7 月 24 日完成、改築竣工式を盛大に

挙行することが出来ました、これもひとえに、県、町行

政および地域づくり協議会そして多数の皆様方のご尽力

による賜物と感謝をする次第です。

その後、多くの方々から利用されている『県民交流

広場』も、今のところ余裕がありますので、昼夜問わず

各種団体等地域の皆様方で大いに利用をしてほしいと

思います。

利用の申し込みにつきましては、福祉センター事務

局の窓口カウンターに「利用予約申し込み」帳簿を備

えていますので、月曜日～金曜日、午前 9 時～午後 5

時（事務局執務）の間に申し込み用帳簿に利用予定日

を予約して頂ければ結構です。

なお、会議等が重複する場合もあると思われますの

で、前もって早めの予約をお願い致します。

地域づくりの年間行事等も 1 ヵ月足らずとなりました。

年度としては 23 年度となりますが、《宿場町ひらふくま

つり》は 22 年度の実行委員等の旧役員により行事進

行につとめますので、地域の皆様方の絶大なるご支援

ご協力をお願い致します。

笑顔で新春歩こう会
1 月 9 日（日）平福体育館スタート・ゴール
衣笠 浩 文　大嶋 啓靖 写真

http://hirafuku.net/2011/01/walking/

『ひらふくネット』オープン！

http://hirafuku.net/

大谷和廣 文22年度地域づくりの取り組み

新春歩こう会、9:30 に平福体育館を出発し、10:10 川端風景の川縁を歩く。  

大
変な水害から一年以上の日が過ぎました。

平福地区皆さん家の修理・新築と美しい平

福になりました。今現在気がつくことは、高

齢者世帯が増えてるのがつらいです。各部落の出事そ

の他役職大変です。これから 5～10 年先の平福地区を

考えると大変です。しかし、去年正月前にふれあい喫茶

したところ、沢山の方が来られ楽しくお茶を飲みながら、

水害の話、家の修理、田山のその他、皆さん昼まで話

が弾みました。一回目のふれあい喫茶大変良かったで

す。自治会長、福祉委員、役をこえてこれからも皆さん

とふれあいの場を一回でも多く続けることが人間関係が

よくなるし、生きる生きがいを感じました。

北新町ふれあい喫茶 眞島太司 文

下記イベントの写真 や動画 を掲載中です。

研修―智頭宿雪まつり（2011/2/5）
初春の調べ（2011/1/16）
新春歩こう会（2011/1/9）
しめ縄作り講習会（2010/12/19）
ふれあい体育祭（2010/10/17）
還御の儀（2010/10/10）
秋季例大祭（2010/10/10）
宵宮（2010/10/9）
大屋台の準備（2010/10/7）
観月会（2010/9/24）
感謝のつどい（2010/8/29）
納涼祭（2010/8/14）

数珠回し（2010/7/18）
りかんふれあいキャンプ（2010/7/17-18）
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22年の歳月を重ねた平福恒例の「宿場

町ひらふくまつり」開催の季節が

やってきました。年明け 1 月から企

画実行委員会（平福地域づくり協議会）を開き「大名

行列」の催しをはじめ内容計画を検討しています。今

年の「第 22 回宿場町ひらふくまつり」の今のところの

催しの大枠は、

◆日時：4 月 10 日（日）午前 10 時

◆会場：智頭急行駅前広場（主会場）

◆内容：大名行列、 佐用中吹奏楽、 演芸花こま

ショー、その他計画中です。地域皆様の参画で地域伝

統のこの行事が盛り上がりますようよろしくお願いしたい

と思います。

昨年の 21 回「宿場町ひらふくまつり」――平成 21

年 8 月の 9 号台風による大災害を受け、この祭りを成

功させ町の復興の足がかりにしようと多くの催しを企画

計画しておりましが、あいにくの雨天となり縮小開催と

なり本当に残念でした。どうぞ今年は良い天気に恵まれ

ますように祈るばかりです。多くの皆様のご来場を心か

らお待ちしています。

振り返ってみますと、先輩方の話によりますと平成 2

年から「ひらふく桜まつり」の名称のもと地区商工会自

治会等の方々が中心となって「地域内親睦娯楽」を主

旨とした「仮装行列」（大名行列）イメージ行事であっ

たと聞いております。経過年数、時代の流れを反映され

幾多の先人達のご苦労に思いを馳せ感謝いたします。

今日の名称「宿場町ひらふくまつり」変更についても

永年の伝統積重ねと今日の意見をセット討議する中で、

平成 17 年 10 月合併新町誕生に伴う「地域まちづくり

協議会」発足に合わせ拡大討議を重ね、平成 19 年 1

月「宿場町ひらふくまつり実行委員会」と事業名称組織

改訂をしました。

近年の経済状況地域の交通事情等も変化低迷状況に

ありますが、この「宿場町ひらふくまつり」に地域住民

の明日の夢、活性化に期待し、このまつりの成功を祈り

たく思います。

今年の「宿場町ひらふくまつり」は‥ 井上薫 文
大嶋啓靖 写真

平
成 21 年台風第９号で被災した建物を景観

に配慮して復旧する場合に、県の被災特例

で景観形成復興支援事業による助成があり

ましたが、この特例措置も今年度限りで終了します。

このため、来年度以降も引続いて修景助成が受けられ

るよう、県の方で平福地区（右図の区域）を兵庫県景

観条例にもとづく歴史的景観形成地区に指定する手続

きが進められています。これにより４月以降は、県の

定める景観形成基準に適合した一定の修景工事を行う

場合は地区の全域で助成が受けられることとなります。

兵庫県の景観条例にもとづく
景観形成地区指定について 盛崎一夫 文

大嶋啓靖 文・写真 Vol. 1
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おもて

面にもありますように「ひらふくネッ

ト」オープンしています。現状、これまで

の行事で撮った写真や動画を載せた程度で

すが、前回も書いたように「継続が何より大事」との

理念に則っております故、中身の充実を焦って途中で

息切れなんてことのないよう、細く長くを目標にこの

調子でぼちぼちやっていくつもりです。なぁに、継続

（だけ）はちょっと自信があるんです。個人ブログ

（ホームページ）を、ここ平福へやってくる前から

ずっと続けていますから。「あぁ道理で、どっかの個

人ブログと見た目全く同じなわけだ」とかのツッコミ

はナシで。というのも、これも継続が精神的負担にな

らないようにと考慮した結果なのです。その個人ブロ

グと同じサーバ、同じブログエンジン、同じテーマ、

同じプラグイン、つまりは全て同じ道具を使うことで、

労力を最小限に抑えようという目論見ですから。その

へんどうか大目にみてやってくださいませ。

さて、大目にみてやっていただきたいことがもうひ

とつあります。その名も「肖像権」。広報の名のもと

に、行事で写真やビデオを撮るというのは、これまで

の活動を通して皆さんから暗黙の同意を頂いているも

の（ホンマ？）と考えておりますが、これがインター

ネットに公開されるとなると果たしてどうか？、とい

う点です。そもそも肖像権ってなに？ってな話を本当

ならここでググッと掘り下げてみれば良いのでしょう

が、無理です、すみません。その代わり（？）に、ひ

らふくネットに写真や動画を載せる意義（みたいなも

の）について、個人的な思いを書きたいと思います。

いの一番に思いつくのはやはり、折角撮った写真だ

から多くの人に観て頂きたい、という思いです。いま

やカメラもデジタルの時代ですから、フィルム代やら

現像代やら気にする必要はないわけで、行事の度にバ

シャバシャ撮りまくっています。そこにはいろんな人

のいろんな表情が写ってる、それなのに、センターだ

よりに載せられるのはその中のホンの数枚だけ。しか

もモノクロ。しかも輪転機印刷で画質悪いし。ひらふ

くネットには写真が山盛り載ってますよ、カラーです

よ、綺麗ですよ、動画は動いたりしますよ（当たり

前）。ぜひ一度ご覧になってください。あなたもどこ

かに写ってるかも知れません。欲しい写真があったら

どうぞ持ってってください。大きな元データが必要な

らコメントください。E メールにでもくっつけてお送

りします。

それから 2 つ目は、写真や動画からその場の雰囲

気を味わって頂きたい、という思いです。この場合見

て頂きたいのは平福在住の方とは限りません、例えば

平福出身の方がインターネットを介して懐かしい気持

ちで故郷の行事の雰囲気を味わうことだってできるわ

けです。そんな、雰囲気が伝わる写真とは、やはりそ

こに参加している皆さんの表情が写ってる写真だと思

うわけです。肖像権の問題をハナから避けて通ろうと

思えば、人の表情がわからないように撮るのが一番

手っ取り早いのですが、それではつまらない、ただの

記録写真になってしまう。そんな写真からその場の雰

囲気は決して伝わらないでしょう。いろんな表情がそ

こに見えるからこそ、その場の雰囲気が感じられるの

だと思うのです。いえまぁ、そんなエラそうに言える

ほど立派な写真を撮ってるわけでは決してありません

が、心意気だけはそういう方向で、ということでご理

解ください。

肖像権の問題が！とか言っておきながら、正面から

論じるどころか完全に避けて通っているような按配で

すが、上記の意図を察していただき何卒大目に見て頂

きたく、また、行事の時にカメラやビデオを持った私

を見かけたら、あぁまたひらふくネットに載せる気や

な、と暗黙の了解を頂きたく、どうかよろしくお願い

致します。

今後も、写真に写る方の人格を辱
はずかし

めたり貶
おとし

めたりす

ることのないよう、被写体の名誉・人格を尊重した形

を常に心掛けて参りますことを、ここに誓います。

それからもうひとつ、ひらふくネットにはアクセス

解析が仕掛けてありまして、どれだけの人が見に来て

くれたか分かるようになっています。それによれば、

１月と２月の２ヵ月間で、32 人の人が計 124 回見に

来た、という結果になっています。ま、所詮はそんな

ものです。インターネットで世界に繋がっているとは

言っても、誰彼となく見に来るわけでは決してありま

せん。ですから「私の写真が全世界に！？」なんて過

剰なご心配はどうかなされませぬよう、くれぐれもお

願い致します。

ひらふくネット通信

新春歩こう会、9:27 出発前の子供たち

昨年の「宿場町ひらふくまつり」より


