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　「石絵」の雅号を持つのは日本で小東 孝さん
ただ一人だそうです。海の石に描いた犬やカニの
絵が今にも動き出すように見えます。まな板に描
かれた魚も飛び跳ねるように見えます。その不思
議な画（光景）に目を奪われます。
　小学校４年生の社会の教科書の挿絵と雪舟の水
墨画に魅せられて独学で水墨画を描き続けておら
れます。多くの専門書籍で学んだり、香美町の大
乗寺の円山応挙の “八方にらみ” や障壁画を見る
為に毎日のように通ったりするうちに、住職から

特別拝観を許されるまでになりました。これらの
経験が創作活動の原点となっています。30歳頃
には個展を開くまでになりました。神戸市はホ
テルオークラ、大阪ではホテル太閤園などが主
な会場です。
　今でも、日本海の旅館や某テレビ局にも自慢の
水墨画が飾られています。創作の合間には、大阪
府カルチャースクールの講師、自宅では、山野草
や自然農法で野菜づくりをされています。
（文・編集／中前勝美、竹内貞美、初田ちづ、写真／中前勝美）
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うれしの生活創造しんぶん　Vol.108

　西脇市のほぼ中央に位置する津万地区は、平成
19年に「活き生きTUMA協議会」を設立し、主
に地域イベントをとおして地域の活性化を図って
きました。
　毎年、ゴールデンウイークには道の駅で鯉のぼ
り100匹を泳がせます。また、６月の「都麻乃郷
あじさい園」のあじさいまつりでは、期間中約
3,000人の来園者をお迎えしています。秋には
「津万の里ウォーキング」で参加者にふるさとを
再発見してもらったり、12月の西脇市子午線マ
ラソンでは「へその市」でうどんやぜんざいの模
擬店を開いたりするなど、四季折々の活動を活発
に行っています。
　そして、２年前から地域住民の声を受け、盆踊
り大会「秋こいフェスティバル」を催しています。
そこでは、消防団や子ども会、近所の高齢者施設
などが焼きそば、たこ焼き、ボールすくいなどの
屋台を出し、イベントは大変賑やかなものとなり
ます。
　また、引きこもりがちな高齢者や「都麻乃郷
あじさい園」を訪れる人たちが立ち寄れる憩いの
場として、ふれあい喫茶「TUMAこいカフェ」を

オープン
させまし
た。今年
で３周年
を迎えて
います。
スタッフ
2 4 名は
全員津万

人が活き生き まちが活き生き
笑顔あふれるTUMAの里

─活き生きTUMA協議会から
津万地区自治協議会へ（西脇市）─

地区の女性で、この場所が情報交換の場であり、
生きがいづくりに繋がったと言っています。
　他の地区と同様、津万地区にも少子高齢化や人
口減少の波が押し寄せており、10年、20年先を
見越して安心して住み続けられるまちづくりが必
要となってきました。
　そこで、この５月、「活き生きTUMA協議会」
の活動を継承し、地域の課題に向き合う活動に発
展させるため、「津万地区自治協議会」が設立さ
れました。これは、町単位ではますます難しくな
ってくる
であろう
様々な支
え合いを、
地区とい
うより大
きな枠組
みでいか
に行って
いくか、住民、各種団体、時には企業なども巻き
込んで協力し会えるよう組織を再編し、人力、資
金、ノウハウを共有しならコミュニティを維持し
ようとするものです。
　この取り組みはまだスタートしたばかりですが、
「自分たちの地域は自分たちで守る」という思い
の下に住民の知恵とパワーを発揮し、他の地域の
模範となる津万地区をつくっていただくことを
願っています。

（文／清水貴美代、写真／活き生きTUMA協議会提供、
編集／北田芳博・斉藤としえ）

北播磨の地域活動北播磨の地域活動北播磨の地域活動
№67

シリーズ

TUMAこいカフェのみなさん

西脇市子午線マラソン「へその市」

道の駅のこいのぼり

つ ま の さと



生活創造応援隊員による嬉野台生涯教育センターの魅力再発見！！

センターのあゆみ
　昭和54年に、全国に先駆けて生涯学習の拠点施設として県
立嬉野台生涯教育センターが開設されました。当センターでは、
全世代の県民の学びと体験の支援をするために、特色ある事業
に取り組んできました。
　昭和46年に「うれしの老人大学」として始まった「うれし
の学園生涯大学」は、地域社会に貢献できる人材の育成を目的
としています。
　昭和55年に「サマースクール」として始まった「うれしの
台ユースセミナー」は、毎年多くの小学生が参加し、協力しな
がら思いやりの心とたくましさを育てています。
　昭和59年に「ひょうご花のフェスティバル」として始まっ
た「うれしの春のフェスティバル」は、現在では、約4,000人
の人々が当センターを訪れ、模擬店・発表・抽選会を楽しむ大
きなイベントとなっています。
　平成15年には、冒険を通してチャレンジ精神や思いやりの
心を育むことを目的とする「ひょうご冒険教育（HAP）」を開
始しました。
　このように、当センターは、世代間交流や生涯学習の拠点と
して活動を続けています。

　兵庫県立の高齢者大学として県民の皆様に生涯
学習の機会を提供しています。仲間の輪を広げな
がら、生きがいと新しい教養を身につけ、充実し
た生活を創造するとともに、学んだことを地域の
活動に活かしていくことが本大学の目的です。

卒業生インタビュー（笹山喜美子）
　うれしの生涯大学に入
学したことによりまず言
えることは、多くの素晴
らしい出会いがあったこ
とで、それが色々と勉強
になり感謝のかぎりでし
た。登校日には講座と班
活動、各クラブ活動また
は自主企画講座、学園祭
や宿泊研修、各支部での

作品展、クラブの実践発表、学年の発表会などが
あり、多くのことが学べました。これらの経験か
ら、先ずは何事も一歩踏み出すことと思いました。

（文・編集／西脇市生活創造応援隊）

北播磨人意識醸成事業
　北播磨人意識醸成事業は、北播磨
の歴史や文化を再認識し、“ふるさ
と北播磨意識” を醸成するため、平
成29年度から行っている事業です。
　平成29年度は「ふるさと北播磨
発見！講座」を３回行い、平成30
年度は「ふるさと北播磨発見！講座
フィールドワーク」を２回行いまし
た。幅広い年代の人々が参加し、北
播磨地域の歴史と文化を学びました。

　自然学校は、兵庫型体験教育の一事業で、「自
然とのふれあいの中で自然の神秘、優しさ、恐ろ
しさなどに感動し、豊かな感性、問題解決能力、
粘り強さなどを培うとともに、人とのふれあいを
通して、生きる喜びや苦しみを知り、思いやり、
協調性、社会性などを身に付ける」ことを基本理
念に、1991年度から公立の全小学校５年生を対
象に実施されています。
　嬉野台生涯教育センターでは、例年10～14校
の受け入れを行っています。近年は、小野・明
石・川西の３市の小学校が利用しており、HAP
（ひょうご冒険教育）・野外炊さん・キャンプフ
ァイヤー、カヌー体験・アーチェリー体験などの
体験活動、石の文鎮づくり・竹細工などの創作活
動を４泊５日間、
青少年宿泊棟や
テントで泊まり
ながら各学校で
企画されたプロ
グラムを実施し
ています。

（文・編集／加東市生活創造応援隊）

自然学校うれしの学園生涯大学

嬉野台生涯教育センター創立40周年記念特集嬉野台生涯教育センター創立40周年記念特集
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生活創造応援隊員による嬉野台生涯教育センターの魅力再発見！！

　「うれしの春のフェスティバル」は、芸術・文
化・スポーツイベントを通じて、地域文化の振興
と住民相互の交流の輪（和）を広げるため開催さ
れる春の名物イベント。毎年４～５千人の老若男
女が、笑顔いっぱいで嬉野台の春のひと時を満喫
されます。
　おいしい食べ物満載の屋台、親子で冒険ができ
るHAP（ひょうご冒険教育）やカヌー体験、名演
奏や名演技のステージなど、様々なブースがセン
ターいっぱいに出店。約50事業所から提供を受
けた豪華賞品約200点の抽選会には、数百人の参
加者がワクワクドキドキ。
　参加した皆さんからは、「親子３代で楽しめた。
工作や体験がいっぱい。手頃な値段で遊べた。地
域の人や高校生の
おもてなしに感
謝。」など嬉しい
話がいっぱい。来
年度も楽しさ満載
の企画に期待して
います。

（文・編集／小野市生活創造応援隊）

　うれしの友の会はセンター創立と同じ年に発足し、
今年40周年を迎えます。友の会ではパソコン・絵手
紙・英会話・歴史・スポーツなどの講座、日帰り旅行
やそうめん流し、ピザづくりなどのふれあい親睦・交
流、実際に現地を訪ねる歴史探訪など数々の事業を年
間約150回行っています。年間３回の友の会だよりを
発行し、情報提供に努めています。
　私は、その中で歴史文化事業
に関心があり参加をしておりま
す。その事業は、毎回大変人気
があり、ご案内があれば一週間
ほどで定員になる盛況ぶりです。
その計画される段取りには県内、県外と日帰りという
条件や旅行社のアドバイスもあろうかとも思われます
が、役員さんの綿密な計画が感じられます。本当にあ
りがたいことです。歴史探訪先のガイドさんの案内、
車中の役員さんの細かい配慮ありがとうございます。
いろんなところへ格安で出かけられ楽しみです。次の
案内が来るのを楽しみにしております。また、機会が
あれば他の事業にも関心を持ち参加したいと思います。
　会員は500名を越え、だれでも、いつでも入会でき
ます。まずはセンターにおたずねください。

（文・編集／多可町生活創造応援隊）

　県立嬉野台生
涯教育センター
で 行 わ れ た
「HAP」体験の
取材をしました。
　ひょうご冒険
教育（HAP）と
は、生きていく
上で大切な「自
己肯定感」「信頼関係」「コミュ二ケーション能
力」「チャレンジ精神」を育てるのがねらいです。
　体験した子ども達からは「人の役に立つ喜び」
「挑戦すること」「諦めないこと」「友達への信
頼」そして「大きな絆が生まれた」という感想が
聞かれました。また、「自分から関わることで達
成感や人に支えてもらっているという安心感を体
験することができた」という感想が聞かれました。
　私達は、冒険教育の効果や大切さなど多くのこ
とを学ばせていただきました。

（文・編集／三木市生活創造応援隊）

　うれしの台ユースセミナーは、サマー・オータ
ム・ウインター・スプリングの四季にわたりス
クールがあります。
　小学生から中高生のだれもが参加でき、「うれ
しの」の季節を感じながら、自然体験、創造体験、
集団体験を通して、子どもたち一人ひとりの個性
を伸長し、こころ豊かで自立した人づくりをめざ
すセミナーです。そして、「人と自然」「人と
人」の関わりの大切さに気づき、互いに支え合い、
協力しながら思いやりの心とたくましさを育み、
主体的に行動する力を培います。平成30年度は、
合計484名の子どもたちが参加し、「うれしの」
を満喫しました。

（文・編集／加西市生活創造応援隊）

うれしの友の会

応援隊から見た春フェスうれしの台ユースセミナーって“何？”

HAP体験の取材を終えて



　三木市いずみ会は、食生活改善推進を中心としたボランティア活動を
行っている団体で行政や関係団体と連携し、“私たちの健康は私達の手で”

を合言葉に、家庭から地域にいたるまでの
健康づくりを実践されています。今回は、
３月に吉川グループの皆さんと吉川児童館
で開催された母親リフレッシュ教室「春の
お祝い料理」を紹介します。

① すし飯で三角おにぎりを２個作る。
② 卵１個で薄焼き卵を１枚焼き、半分に切ってそれぞれのおにぎりに着
せる。

③ うずら卵を茹でて殻をむき、爪楊枝を使っておにぎりの上に固定して顔
にする。その上に黒ごま２粒を貼りつけて目をつくる。

④ 伊達衿用の人参は、薄く細長く切ってさっと茹でる。きゅうりも薄く細
長く切り軽く塩を振ってしんなりさせる。

⑤ ④のきゅうり、人参を衿元へ付ける。
⑥ 塩ゆでした絹さやを笏（しゃく）の形に切り、お内裏様に添える。
⑦ 人参を扇の形に切りさっと茹でて、お雛様に添える。

●作り方

（文・写真／石田信彦、編集／横山恵津子、眞子琢仁）

【材料】（2個分）

わたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らし
北播磨地域で生産されたものを使った料理レシピを紹介します。

「美味しいもの」をいただいて元気になりましょう。
第22回
ひな寿司でひな祭りを楽しむ

三木市いずみ会

すし飯　　　　200ｇ
卵　　　　　　１個
うずら卵　　　２個
黒ごま（目）　 ４粒
人参　　　　　少々
きぬさや　　　１枚
きゅうり　　　少々
爪楊枝　　　　２本
のり　　　　　少々
《すし飯》
米　　　　　　２カップ　
合わせ酢
酢　　　　　大さじ３
砂糖　　　　大さじ３
塩　　　　　小さじ２/３

お母さんたちといっしょに調理中

今回のナビゲーターは…

　加西市立図書館は、アスティアかさいの３階と４階にあります。
３階には、新聞・雑誌・AVコーナー、市民の情報発信の展示ス
ペース、キッズコーナー等を、４階には一般書架の他にテラスや
展望読書コーナーなど癒しのスペースを設けています。キッズコー
ナーでは、絵本・児童書・紙芝居が充実しており、小さな子ども
連れでも楽しく過ごすことができます。えほんのひろばやおはな
し会、見学や各種イベントも行っています。また、学校連携事業
として、小・中・特別支援学校等から
学校図書館の相談や出前講座（ブック
トークやおはなし会）、図書の託送サー
ビスなど、子どもたちと図書館を本で
つなぐ活動も行っています。気軽に利
用できる図書館へ是非お越しください。

『Life ライフ』
～すてきな出会いを！～
作：くすのき しげのり
絵：松本春野

　「ライフ」は、この町の
人たちがよく訪れる町外れ
にあるリユースのお店です。
この「ライフ」を訪れる人
たちの思いのこもった大切な宝物をつないで
いくことで、それぞれの「人生」の一コマと
この町の人たちのつながりができ、素敵な奇
跡が起こるお話です。
　『人は人と関わり合いながら生きている』
ということを伝えてくれる心温まる絵本で、
子どもから大人まで、いろいろな角度から楽
しむことができます。

中 倉　 恵さん
（加西市立図書館司書）

おすすめ！

第12回

ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚

なか くら めぐみ

（文／小田幸代、写真／加西市立図書館提供、編集／高橋一彰、小岩一明、岸本好子）

北播磨地域には、本の楽しさ
を伝えるナビゲーターが数多
くいます。そんなナビゲー
ターに、おすすめの本を紹介
してもらいました。



暑～い夏は北播磨の
　　　避暑地に出かけましょう
　北播磨の最北端、多可町加美区
鳥羽を案内します。
　まずは、国道427号線沿いの
「道の駅杉原紙の里多可」に車を
停めましょう。

　東側の杉原川にかかる橋を渡る
と「杉原紙研究所」「寿岳文庫
（和紙博物館）」「杉原和紙販売所
でんでん」があり、紙すき工程の
見学や紙すき体験、杉原紙の歴史
的資料の見学、和紙製品を購入す
ることができます。杉原紙は900
年以上の歴史があり、鎌倉時代に
は幕府の公用紙として使用されて
いました。
　そして、目の前の川には階段が
あり、降りて水遊びもできます。
国道の西側には杉の木立に囲まれ

川遊び

伝統 杉原紙研究所

古法華つり橋

た青玉神社があるので、神聖な気
の中で心も洗いましょう。神社の
北側にはキャンプ場があり、バー
ベキューなどもできます。道の駅
「レストラン車留満」では播州百
日どりのお料理もおすすめです。
（文／竹本早苗、写真／多可町役場提供、
道の駅「杉原紙の里・多可」提供、竹本
早苗、編集／草譯富雄、宮崎生野）

ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
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斉藤としえ：現在、うれしの学園生涯大学大学院に通学しています。同
級生の方からお誘いをうけ活動内容もよくわからないまま
参加させて頂きました。地域で活躍されている方々や地場
産業について知らない事など、活動を通じて勉強していき
たいと思います。色々な事に参加していきたいです。皆さ
まのご指導宜しくお願いします。

水池志保子：ぐぐっと！北播磨の広報誌は拝見していましたが、自分が
応援隊員として活動に参加するとは思いもよらないことで
した。知識・経験もなく不安が尽きません。あるのは、新
しいことへの興味だけですが、隊員の方々と地域の再発
見・新しい活動の発見など身近な情報を発信していけたら
と思っています。よろしくお願いします。

林 　 直 代：思いがけず生活創造応援隊の一員に加えていただくことに
なりました。私は新しい物や事に挑戦するのが苦手で、い
つも何か理由をつけて避けようとしてしまいます。でも、
一念発起して入学した生涯大学も３年生になり、今度は応
援隊に挑戦してみようと思いました。この活動の趣旨や内
容もまだまだ理解が不十分で不安だらけですが、先輩隊員
の皆さんのお力を借りながら少しずつ成長できたらと思っ
ています。読者の皆さまの心に「ぐぐっと」せまる誌面を
お届けできるよう、微力ですが頑張りますので、よろしく
お願いいたします。

小 田 幸 代：先輩からの依頼と勧めがあり、当初は躊躇していたのです
が、北播磨地域の「人・まち再発見！」には興味がありま
したので、思い切って参加させていただくことにしました。
取材や編集等、全てが初めての経験で不安も多々あります
が、先輩にご指導をいただきながら、メンバーの皆さんと
共に、北播磨の『元気でステキな人やまちを再発見』し、
魅力的で楽しい情報をお届けできるよう努めて参りたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

神 戸 滋 和：友人から勧められ「白寿まで笑顔で自立を目指したい」と
の思いから大学院に入学しました。笑顔で自立の原点は好
奇心だと考えています。うれしの生活創造応援隊活動「生
活創造しんぶん」の情報で皆さんの好奇心を呼び起こすお
役に立ちたいと願っています。初心者です。皆さんにご教
導賜りながら頑張ります。よろしくお願いします。

岡 田 和 一：先輩のすすめで参加させていただくことに。早速、春フェ
スのステージと抽選会のスタッフに。午前は歳を顧みず一
番若いと自分に言い聞かせ力仕事に精を出し、午後は皆さ
んの期待を背負って抽選会当選番号をパソコン操作で発表。
極度に緊張した一日でした。たくさんの交流とやりがいの
ある一日でもありました。これからも広く喜んでもらえる
活動をと思っています。

草 譯 富 雄：はやいもので、うれしの学園生涯大学を卒業して３年が経
過しました。以前から北播磨に住んでおりながら地域をよ
く知らない私でした。今回、「生活創造応援隊」の声をか
けていただき絶好の機会だと思い、引き受けることにしま
した。今後はこの活動をとおし、積極的に北播磨の行事や
色々な取り組みをされている人などを全地域にお知らせし
ていきたいと思っております。ご協力もあわせてよろしく
お願いします。

宮 崎 生 野：嬉野台生涯教育センターやその近辺には現役で仕事をさせ
ていただいていたとき、大会や研修会で出向いた地であり、
（保育とは…）と仲間と熱心に語り合ったり発表しあった
りしたなつかしい地ですが、私の地域からすると、そこま
での距離は実際の距離ではなく、心の距離を感じるほど離
れていて、自動車で出向くことにも不安を感じています。
わが多可町でも活気ある街づくり、後世に語り継ぎ残せる
自慢のふるさと創りにご活躍の方がたくさんいらっしゃい
ます。心配性な私に務まるかどうか分かりませんが、他の
隊員や関係者の皆さんに助けていただきながら、北部のわ
が地域、ふるさとのために何か一つでもお手伝いできるこ
とはないか、私なりに探れたらと思います。どうか皆様よ
ろしくお願いします。

応援隊新メンバー紹介
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ぐぐっと！北播磨　Vol.108
編集／うれしの生活創造プラザ うれしの生活創造応援隊
発行／公益財団法人　兵庫県生きがい創造協会　
　　　嬉野台生涯教育センター
　　　〒673-1415　加東市下久米1227-18
　　　E-mail:ureshinoplaza@hyogo-ikigai.or.jp
　　　https://www.hyogo-ikigai.or.jp/ureshino-bo/ureshino/plaza/
★イラストの一部は応援隊が描いています。
★年3回、3,000部発行し、北播磨地域の公民館や病院、
店舗などに配布しています。

　今年も早くも半ばを過ぎ夏空がまぶしく感じられる季節と
なりました。108号は創立40周年記念特別号で特集記事を掲
載しています。
　また、令和最初となる号を、バージョンアップした情報を
皆様にお届けすることができました。
　今後も皆様に楽しんでいただけるよう取材に励んでまいり
ます。

（文・編集／鈴木増子、有賀文子、水池志保子、林 直代）
次回予告 次回は、11月1日発行となります。お楽しみに！

杉原紙研究所　電話：0795-36-0080（紙すき体験要予約）
道の駅「杉原紙の里・多可」　電話：0795-36-1919（キャンプ場使用要予約）

杉原紙研究所、
道の駅
「杉原紙の里・多可」
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