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5 月17日　平福地域づくり協議会の総会も終わり27

年度が始まりました。

平福も人口の減少に伴い以前のような大名行列で賑

皆 様におかれましては、平福地域づくり協

議会に、ご参加、ご協力、ご支援を賜り

厚くお礼申し上げます。

平成26年度は、21年8月9日の兵庫県西・

北部豪雨災害からの復旧・復興5年目にあたり、

地元皆様はもとより、町・県・国の行政、議会

の皆様の献身的なご努力、ご尽力のお陰をもち

まして、ハード面における創造的復興事業がほ

ぼ完了しました。

復旧・復興した護岸や道路、農地、宿場町

平福新遊歩道、伝統的建造物群のシンボル瓜

生原邸の改修等、創造的復旧・復興事業を見

るたびに、感慨深いものがあります。

ソフト面においては、地域づくり直営事業の

「利神ふれあいキャンプ」「納涼大会」「高年大

学講座」「しめ縄づくり講習会」「新春歩こう会・

防災訓練」「地域文化講座・ふれあい喫茶」等

の事業を、たくさんの皆様のご尽力とご参加に

より、楽しく展開をすることができました。

また、任意団体の「ほっと」「ぐるーぷふく

ちゃん」「福祉連絡会」「郷土を考える会」「文

化と観光の会」などの様々な事業も、関係する

皆様方のご努力のお陰をもちまして、無事実施

することが出来ました。

平成27年度は、地域振興の重点事業として待望の「利

神城趾と御殿屋敷の国指定」に向けて、町の予算が確保

され、事業が展開されます。

平福地区が持つ地域資源を「最大限に活かすと共に、

育んできた風土と文化を、これからも出来る範囲で無理

せずに、楽しく継続的に発展させ、魅力と活力に充ちた

楽しい平福地域づくりが進んで行くことを願っております。

バトンを清水会長に引き継ぎ、退任のごあいさつにか

えさせていただきます。ありがとうございました。

平 福地区の皆様におかれましては、平素よ

り当協議会の地域づくり活動にご参加、

ご協力、ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

平成27年度平福地域づくり協議会定期総会

におきまして、会長職に選出、ご承認いただき、

今、この責務の重大さを痛感しているところであ

ります。

微力ではありますが、役員の方 と々力を合わ

せ、協議会の目的に向かって努めてまいります

ので、よろしくお願いします。

地域づくり協議会直営の地域交流事業として、

利神小学校ふれあいキャンプ（7月）、しめ縄づ

くり講習会（12月）、新春歩こう会（1月）、防

災訓練、高年大学出前講座、ふれあい喫茶な

どを実施します。

また、庵・延吉地区の盆踊り大会・平福地

区の納涼花火大会（8月）、などの各自治会主

催の行事、各任意団体が実施する各種イベント

の支援・後援を行ってまいります。

懸案でありました『平福地域まちづくり計画』

につきましても、皆様のご意見等をいただきな

がら、策定に向けて取り組んでまいります。

今年は、佐用町が合併して10年目となる節目の年で、

10月には記念式典が開催されます。平成21年災の災害

復旧も、佐用町全域において竣工します。

平福地域においても、昨年11月に、佐用川の石積み

護岸及び遊歩道が完成し、完成記念イベントが開催され

たところです。

また、交流推進施設として整備が行われていた瓜生原

邸が、本年4月4日に竣工、宿場町ひらふく「お休み処 

瓜生原」の名称で、ギャラリー及び喫茶・そば処として

運営され、多くのお客さんで賑わっています。

利神城址（御殿屋敷跡を含む）についても、現在、国

指定史跡に向けた手続きを佐用町が進めており、今年度

中に申請が行われると聞いております。

今後の地域づくり活動の推進にあたっては、これらの

地域資源を活用した方策も併せて考えていくことが、より

一層必要と思われます。

平福地域の皆様には、行事等に多くの方がご参加いた

だき、親睦・交流を深めるとともに、住みよい地域づくり

活動にご参画いただきますようお願いいたしまして、新任

のご挨拶とさせていただきます。

やかだった宿場町ひらふくまつり、地域住民で楽しんだ

ふれあい体育祭などが消滅してしまい寂しくなったよう

に思われますが、今年も協議会、任意団体、地元の皆

様共々が集える機会をつくり少しでも多く皆で楽しめるよ

うに協力しますので、今年度も宜しくお願い致します。

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 ◀◀

旧協議会会長 

新役員のごあいさつ

新協議会会長　

センター長

１．はじめに  

２．今年度事業について

３．おわりに

清　水　 利　重

五　名　 勇

大　谷　 彰　宏

お休み処 瓜生原 オープニングイベント（4月5日）
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（自治会長会副代表）

大谷 彰宏

奥林 唯男

清水 利重

山根 竜次

（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

平田 琢也 新免 實 井上 雅彦 船木 史明 和田 博之 小深田 浩

（広報）

大嶋 啓靖

協議会会長：清水 利重

協議会副会長：大谷 彰宏

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

庵 延吉 北新町 上町 中町 下町 南新町

庵 延吉 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（7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

農会長会 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

庵 延吉

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

顧問：高木 照雄

ぐるーぷふくちゃん

喜多加美愛護会
運営委員会

●営業時間：9:00 〜 16:00、 ●定休日：毎週木曜日、第4金曜日

●問合せ先：ぐるーぷふくちゃん（代表：安東 忍）、 ●電話番号：0790-71-0812

絵画や写真、手工芸など、日頃の創作活動の成果を発表

する場として、お休み処「瓜生原」のギャラリースペースを

どしどしご活用ください。

”ギャラリースペース”をご活用ください。

お食事メニュー「手打ちそば ふくちゃんセット」1,000円

月 行事予定 実施予定日

7
センターだより第 25号発行 6日（月）

利神ふれあいキャンプ 11日（土）

８

延吉盆踊り大会 9日（日）

平福納涼大会 14日（金）

庵盆踊り大会 16日（日）

11
地域づくり協議会研修会 1日（日）

センターだより第 26号発行 上旬

12 しめ縄づくり講習会 6日（日）

1 新春歩こう会・防災訓練 10日（日）

2 センターだより第 27号発行 上旬

地域文化講座・ふれあい喫茶 （未定）

高年大学 （未定）

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 有吉 学 中野 直樹 大嶋 啓靖

郷土を考える会 中野 直樹 中野 直樹 小深田 浩

農会長会 内山 満也 小深田 浩 小深田 浩 

消防団 梶本 正 山根 竜次 船木 史明

平福第二高年クラブ 石原 光樹 小深田 浩 和田 博之

平福文化と観光の会 原田 昇 奥林 唯男 新免 實

平福ニュースポーツ同好会 城内 衛 安東 哲也 和田 博之

喜多加美愛護会運営委員会 井平 ひろみ 安東 哲也 船木 史明

利神小学校PTA 平田 琢也 守本 知弘 平田 琢也

利神保育園保護者会 山根 竜次 船木 史明

佐用町商工会平福支部 原田 政史 安東 哲也 小深田 浩

佐用中学校PTA 武田 利文 中野 直樹 平田 琢也

パブリックサービス協会 真島 太司 小深田 浩 大嶋 啓靖

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 守本 知弘 大嶋 啓靖

なじみ子ども会 酒井 孝典 守本 知弘 大嶋 啓靖

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 真島 とも子 井上 雅彦 船木 史明

お休み処

平福地域づくり協議会 年間行事予定

任意団体と担当委員一覧 

平福地域づくり協議会 組織図 


