
2014年12月8日 発行　第23号 1

この度、平福地域において 5 年前の大水害からの復旧、復興事業である河川改

修および地元の長年の悲願であった川沿いの遊歩道が多くの方のご協力を得

て完成し、好天に恵まれた 11 月 16 日、駅前広場において県並びに町当局をはじ

め多くの来賓の方々そして地元関係者も多数出席し完成記念式典が盛大に行われま

した。本事業が無事竣工したことを、ご協力いただいた全ての方に感謝するととも

に地域の皆さんと一緒に歓びたいと思います。

式典に引き続き行われた遊歩道を歩く記念イベントには、町内外から多くの人が

参加され新しくできた遊歩道からボランティアガイドの方の説明を聞きながら宿場

町の景観や高瀬船体験乗船の船上から見る違った川端風景を眺め昔ながらの風情を

楽しんでおられました。

この河川改修および遊歩道の計画、施工には川端風景等との景観が配慮され、河

川護岸についても石積みとするなど地域の意向も充分反映され調和のとれたものと

なっています。私たちは、この歴史的財産を大切に守り続け後世へと引き継いで行

きたいものです。

今回の河川改修により、5 年前のあの大水害は二度と起こらないと信じておりま

すが何が起こるか判らないのが昨今の自然災害です。あの教訓を忘れず今後も油断

することなく地域住民が安全で安心して暮らせる地域づくりを皆さんと一緒に進め

て行きたいと思います。

なお、新しくできた川沿いの遊歩道約 900m と旧道と合わせた約 2,000m の散

策コースは観光者には楽しんでもらえるものと思いますが、住民の皆さんも健康維

持、増進のウォーキングコースとして大いに活用願いたいと思います。

また、当日式典会場において利神城跡・御殿屋敷跡等に関してパネル展示による

紹介や関連書籍販売が行われていましたが、これは「利神城跡と平福御殿屋敷跡を

国指定史跡へ」となるよう教育委員会を中心に保存活動を進めており、今後も各地

のイベント会場等において機運を高めていくため PR 活動が行われます。平福地区

も協力し地元から盛り上げを図って行きたいと考えていますので、住民の皆さんの

ご理解とご支援をよろしくお願いします。

上月皆田和紙 行灯づくり体験
利神山草刈り
平福河川遊歩道の歩き初め
お月見会     
七夕まつりとあんどん灯し
平福まちなかラボ No.1

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

祝！！宿場町平福 遊歩道完成

甘酒サービスと平福秋祭り上映 遊歩道完成記念ウォーキングに約 200 名の方が参加予定という情報を事前に

聞き、何か出来る事は無いかと考えていました。活動推進委員という立場か

ら下町集落の皆さんに、甘酒の振舞いを提案してみましたところ、協力して頂ける

という事になり実施しました。

金刀毘羅神社境内では、平福の伝統ある獅子舞を見て頂きたいという個人的な思

いもあり、地域づくり協議会からプロジェクターとスクリーンをお借りし「平福の

秋祭り」と題し今年の素戔嗚神社秋季例大祭還御の儀の DVD を上映しました。獅

子舞を興味深く観入る方もおられ、「来年は獅子舞を見に来るわ」と帰られた方も

いらっしゃいました。甘酒も約 250 人分作っていましたがほぼ無くなってしまう

ほど好評で、喜んでいただけたように思います。

今回のウォーキングイベントでは平福駅前広場会場、ほっとさんでの催し、高瀬

舟の乗船体験がありました。任意団体である下町が実施したような少人数でも出来

る事がこのようなイベントとリンクする事で、平福全体でみると更に大きなイベン

トになると思います。そういった活動をしていく事が今の地域づくり協議会の目指

す運営のあり方だと思っています。

実施してみて幾つかの課題点もありましたが、集落の方の協力もあり楽しく出来

ました。お越しくださいました地域の方々、ありがとうございました。またこのよ

うな機会があれば活動推進委員として任意団体の皆さんに提案させていただいたり、

積極的に活動を続けていく事が必要だと思っていますので、ご理解ご協力をお願い

します。

11月16日（日）
平福地区代表自治会長 安藤 勲 文 、 盛崎 一夫 写真

11月16日（日）、金刀毘羅神社 
下町活動推進委員 小深田 浩 文 、 井上 雅彦 写真



2014年12月8日 発行　第23号 2

任意団体と担当役員一覧

地域づくり協議会も改革して２年目になります。よりスムーズな運営を目

指し各任意団体に担当役員が配属されています。任意団体における問題

点や新たにイベントを計画されたり助成金の申請など、地域づくり協議会の窓

口として各担当役員に気軽にご相談していただきますようお願いいたします。

毎年恒例の新春歩こう会が、年明けに開催されます。コースは、新しい川

沿い遊歩道を含む、利神小学校までの往復、約 2.7km です。また、今

回は防災行事も少し絡めて、消防署の方にちょっとしたデモンストレーション

をしていただく予定です。皆さんふるってご参加ください。

日　　時：2015 年 1 月 4 日（日）　9:30 受付、10:00 スタート

集合場所：平福体育館

記

※詳細は後日配布のチラシをご覧ください。

「ひらふくカレンダー」とは、平福地域づくり協議会や平福地域の各自

治体、任意団体の行事予定を記したカレンダーです。印刷物ではな

くインターネット上で公開していますので、インターネットにアクセスできる

環境があれば、誰でも閲覧することができます。

毎年度末に、各自治体や任意団体のみなさんには、任意団体登録票と共に年

間行事予定表を地域づくり協議会に提出して頂いています。これをベースに一

年間のスケジュールを入力し、あとは都度、担当書記委員が中心となって内容

の修正や追加を行っています。地域行事を一覧表示することによって、行事の

バッティングをできるだけ避けたり、また任意団体同士の連携や協議会による

活動のバックアップを模索すること、などがその主な目的です。

では、実際に覗いてみましょう。パソコンはもちろん、スマートフォンでも

見ることができますので、お持ちの方はぜひお試しくださ

い。ここでは代表的なスマートフォンである iPhone を例

に「ひらふくカレンダー」の見方を説明します。

まず「インターネットブラウザ」を起動します。

「インターネットブラウザ」は、iPhone や iPad、Mac

では「safai」（サファリ）、それ以外のスマホやタブ

レットなら「Chrome」（クローム）、ウィンドウズ

パソコンなら「インターネットエクスプローラー」

が標準で付いています。なお「Chrome」は無料公

開されているのでパソコンや iPhone などでも使えます。

「インターネットブラウザ」が起動したら、「検索／ Web

サイト名入力」欄に「ひらふくネット」または「hirafuku.

net」と入力してください。「safari」や「Chrome」では音

声入力も可能です。マイクマークをタップして「ひ

らふくネット」と話し掛けてください。検索結果の

中に「ひらふくネット」または「hirafuku.net」を見つけた

らそれをタップ、すると平福地域づくり協議会で運用して

いるブログ「ひらふくネット」が表示されます。タイトル

の下あたりにある「ひらふくカレンダー」という表示を

タップすればカレンダーを見ることができます。

なお、役員の連携不足などから情報がまだまだ不十分か

と思います。今後、皆さんと一緒に利用し育てていければ、

と願っております。

次号では、もっと便利な使い方、スマホのカレンダーア

プリを使って、自分のスケジュールと共に「ひらふくカレ

ンダー」を見る方法、について説明する予定です。

ひらふくカレンダー
〜 スマホで見る方法 〜

大嶋 啓靖 文・図

次回イベント予告  「新春歩こう会」

任意団体名 代表者 担当活動推進委員 担当書記委員

福祉連絡会 熊渕 和歌子 小深田 浩 小深田 浩

郷土を考える会 中野 直樹 井上 雅彦 小深田 浩

農業団体 内山 満也 小深田 浩 小深田 浩 

消防団 梶本 正 山根 晴之 平田 琢也

平福第二高年クラブ 石原 光樹 友本 勝幸 和田 博之・大嶋 啓靖

平福文化と観光の会 原田 昇 奥林 唯男 大嶋 啓靖

平福ニュースポーツ同好会 東内 四郎 奥林 唯男 平田 琢也

喜多加美愛護会 五名 宏巳 安東 哲也 船木 史明

利神小学校PTA 松田 航 小深田 浩 平田 琢也

利神保育園保護者会 衣笠 浩 守本 知弘 船木 史明

佐用町商工会平福支部 盛崎 一夫 安東 哲也 小深田 浩

佐用中学校PTA 大谷 将之 中野 直樹 平田 琢也

パブリックサービス協会 真島 太 山根 晴之 田辺 利弥

スポーツクラブ21りかん 五名 勇 中野 直樹 船木 史明

ほっと 守本 房子 井上 雅彦 大嶋 啓靖

なじみ子ども会 小深田 浩 守本 知弘 小深田 浩

ぐるーぷふくちゃん 安東 忍 井上 雅彦 大嶋 啓靖

ボランティアグループ 萩原 泰子 友本 勝幸 和田 博之
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※項目タップで詳細表示される。

（平成26年度）


