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今年は21年豪雨災害から5年目で、復旧・復興の最

終年になります。

最近の自然災害は、想定を大きく超える甚大な被害を

もたらしています。

川幅が広くなっても、必ずしも安心・安全が担保され

た訳ではありません。

大災害が起これば、行政はその対応に忙殺されますの

で、「自らの命と地域は、自らが守る」ことが基本となり

ます。風水害、地震などの大災害が起きた場合、3日間

乗り切れば、救助の手が差しのべられます。

「地域の防災力」を高め、いざと言う時に備えましょう。

６月も早下旬、野山は新緑に包まれ木々の緑が体に

迫ってくるような今日この頃ですね。

昨年の規約改定により、センター長は3年以上とすると

なりましたのでもう1年引き続きやらせてもらうことになり

ました。

今までは自治会長を兼任していましたが今年はセン

ター長だけなので少しは楽になりましたがセンター長の

仕事はいろんな部会（任意団体）等に出席をしなければ

なりません。

26年度も早3 ヶ月が過ぎようとしています。自治会町

会、地域づくり協議会役員の皆さんとともに地元住民が

少しでも楽しめる（行事）ように協力してまいりますので

宜しくお願いします。

今年は、NHKの大河ドラマ ｢軍師官兵衛｣ が

放映され、佐用町も舞台になっています。訪れ

る方も多くありますが、残念な事に利神城跡の

石垣は崩れたままで原則登頂禁止になってい

ます。しかし、整備に向けての動きも出てきて

います。

平成26年度は、平福の歴史的町並み保存の

シンボル瓜生原邸の整備、利神城石垣の可視

化、災害復旧・復興記念イベントなどの新しい

事業展開も計画されています。

また、県の交流支援事業として神戸芸術工科

大学三上研究室による平福まちなかラボ ｢平福

もうひとつの天空の城と宿場町｣ をテーマに地

元とともに活性化の方策を検討していく運びと

なりました。

観光とは、「国の光を観る」と言う意味があり

ます。平福地域には、先人達が築き残してくれ

たたくさんの魅力あふれる文化と歴史の蓄積、

「国の光」があります。

平成26年度、災害からの復旧・復興を契機

として、住んで楽しい町、暮らしやすい町、そ

して内外に向かって楽しい情報発信の出来る

身の丈にあった町づくりを目指して、皆様の英

知と汗と力を結集し、この1年、一歩だけでも前

に進めたらと念願しています。

叱咤激励をお願いして、ご挨拶とさせていた

だきます。

皆様におかれましては、日頃より平福地域づくり協議

会活動にご参加、ご協力、ご支援をたまわり厚く

お礼申し上げます。

この度、平成26年度の平福地域づくり協議会

の会長に就任いたしましたので、何とぞよろしく

お願いいたします。

佐用町が合併して早9年目となりますが、どこ

の自治体も同じですが、地場産業の衰退、少

子・高齢化の進行に伴う人口減や教育・健

康・福祉問題、度重なる災害、自治会の空洞

化など多くの問題を抱えています。人口減によ

り、従来から行ってきた自治会活動の負担も、ま

すます重くのしかかってきています。

平福地域についても、地域に根付いていた工

場の移転や自動車学校の閉校、兵庫西農協平

福支店の廃止など、取り巻く状況はだんだんと

厳しくなってきています。

地域づくりは、そこに住む人が住んで良かっ

た、暮らして楽しかったと言える地域にして行く

必要があります。何とか少しでも活性化に向け

た取り組みが、出来ればいいなと思う今日この

頃です。

平成26年度事業は、7月の「利神小学校ふ

れあいキャンプ」、8月の延吉・庵・平福地区

の納涼祭、12月の「しめ縄づくり講習会」、1月

の「新春歩こう会」、「高年大学出前講座」、「ふ

れあい喫茶」など平福地域づくり協議会直営事

業、各自治会が実施する事業、各登録団体が

実施するイベントの支援・後援を3本の柱とし

て、展開していくことになります。

町に寄付していただいた瓜生原邸を拠点とした「ぐ

るーぷふくちゃん」主催の各種イベントと旧亀井呉服店

を拠点とする「ほっと」さんの「お月見会」をはじめとす

る活動、郷土を考える会の事業、平福地区（庵・延吉・

平福5自治会）納涼祭、ニュースポーツ同好会や福祉活

動などの支援・後援を行っていきます。

まちづくりイベントは、平福地区まちづくり協議会登録

団体がアイデアを出しあい、創意工夫を凝らして実施し

ていくことになりますので、よろしくお願いいたします。

七夕さまとお着物展
       おばちゃんのリフォーム展

五月人形とお道具展
五月人形展
ひな祭り

平福地域づくり協議会
http://hirafuku.net/
▶▶ ひらふくネット新着情報 ◀◀

会長  大谷 彰宏  文 新役員のごあいさつ
1. はじめに

2. 平福地域づくり協議会の事業について

3. 任意団体の活動支援と後援

4. 地域づくりの課題

5. 明るい話題

利神城趾（撮影：2008 年 10 月 16 日、大嶋啓靖）

センター長  五名 勇  文
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私は、神戸芸術工科大学　環境・建築デザイン

学科の教員、三上晴久と申します。

本学の学生たちの中に、平福にとても関心を持っ

ている学生が複数おり、この度、「平福まちなかラ

ボ」と称する、私たちとまちの方々との意見交換の

場を設けさせていただきたいと企画いたしました。

都合がつく方ならどなたでも参加していただきたい

気軽で楽しい集まりになることを望んでいます。

第1回目の「平福まちなかラボ」では、学生たち

の目をとおして感じた平福のまちを、学生たち自身

に紹介してもらおうと考えています。「平福まちなか

ラボ」は、そのとき都合がつく方ならどなたでも歓

迎、途中からの参加も途中退席も自由、やわらかい

感じをイメージしています。

是非、ご参加ください。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

日時：2014年7月13日（日）16:00 〜 18:00

場所：河内屋大広間

　　神戸芸術工科大学　環境・建築デザイン学科

三上研究室　三上晴久

後援：平福地域づくり協議会、平福文化と観光の会

問合せ先：河内屋（0790-83-2244）

参加者募集！！
平福まちなかラボ

「第 1 回 平福まちなかラボ」

（自治会長会副代表）

清水 利重

友本 勝幸

大谷 彰宏

奥林 唯男

（自治会長会代表）

友本 良輝

井上 雅彦

 安藤 勲

安東 哲也

加藤 隆久

守本 知弘

児玉 雅善

小深田 浩

庄 元弘

中野 直樹

山根 晴之

西本 克彦 平田 琢也 田辺 利弥 船木 史明 和田 博之 小深田 浩

（広報）

大嶋 啓靖

協議会会長：大谷 彰宏

協議会副会長：清水 利重

センター長：五名 勇

活動推進員長：井上 雅彦

会計：和田 博之 書記長：大嶋 啓靖

延吉 庵 北新町 上町 中町 下町 南新町

延吉 庵 北新町 上町 中町 下町 南新町

監事：安東 哲也

顧問：松田 芳夫

注：協議会役員

自治会長会（7名）

活動推進員（8名）

書記委員（7名）

事務局

活動予定報告、問題点提出、予算申請　等

解決策実施、活動支援、広報活動、スケジュール調整、共催提案　等

佐用町商工会平福支部

スポーツクラブ 21りかん

消防団

平福文化と観光の会

郷土を考える会 ほっと

農業団体 平福第二高年クラブ

利神小学校 PTA

 佐用中学校PTA

 平福ニュースポーツ
同好会

パブリックサービス協会

ボランティアグループ

なじみ子ども会利神保育園保護者会福祉連絡会

延吉 庵

上町北新町

中町 下町 南新町

各集落 任意団体

平福地域づくり協議会

監事：萩原 英雄

平福地域づくり協議会 組織図

顧問：高木 照雄

ぐるーぷふくちゃん

喜多加美愛護会

5月10, 11, 17, 18日、瓜生原家、大嶋 啓靖 写真

ぐるーぷふくちゃん
五月人形とお道具展

月 行事予定 実施予定日

7
利神ふれあいキャンプ ５日（土）

センターだより第 22号発行 ７日（月）

８

延吉盆踊り 10日（日）

平福納涼大会 14日（木）

庵盆踊り 16日（土）

11 センターだより第 23号発行 上旬

12 しめ縄づくり講習会 中旬

1 新春歩こう会 上旬

2
センターだより第 24号発行 上旬

地域づくり実行委員会視察研修 中旬

平福地域にお住まいのみなさまへ

年間行事予定


