
会長あいさつ

　これは唱歌「ふるさと」の歌詞の一部です。ふ
るさとを思い出す歌で、皆さまも歌われたことが
あると思います。西脇に帰省した際、よく川べり
を散策しました。西脇在住の時代には、祖父のお
供でよく、鮎取りに行ったり、雑魚も取り、土手
では蛍狩り、また夏には水泳をし、いろいろ川を
楽しみました。
　また、多可町中区中村町の友人の故奥村忠敬君
が川での魚とりの名人でした。彼の取ったウナギ
をいただいて、近くの魚屋で捌いてもらいました。
魚屋さんもこのような生きのよいウナギは珍しく、

捌くのに苦労したと言っていました。家族全員
で美味しくいただきました。故郷の川は懐かし
いものです。
　ところが、最近は川が立派に整備され、昔の
面影が薄くなっていました。このことを前市長
の来住様に川の風情がなくなり面白くないです
ねと話しました。すると、「洪水でオーバーフ
ローしないように苦労して治水工事をしている
のです。」と言われて納得しました。去年の大
雨で各地に被害が出ましたが、西脇周辺は安全
だったようです。
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「小鮒釣りし、かの川」
東京西脇多可の会
　　会　長　小 澤 豊 彦

杉原川（蓬莱橋付近）の風景
（上）現在
（左）昭和５年頃
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多可の空を彩る1,000発の花火 多可の食・技・元気が大集合！

子育て世代包括支援センター
　　「アスパルきっず」開設！

　第13回を迎える多可町ふるさとの夏まつりを、
今年も8月15日に開催し
ました。
　お盆で帰省されている
方もたくさんお越しいた
だき、およそ6,000人が、
多可町での夏のひととき
を楽しみました。

多可町役場新庁舎開庁（2018年10月22日）

ラベンダーパーク多可開園10周年

　平成28年から建築を進めてきた多可町新庁舎が完成し、
10月22日に開庁式典を行いました。新庁舎は、大地震で
想定される震度６強から7の揺れでも倒壊しない強度を
確保し、町の防災拠点としての機能を備えています。ま
た車いす・オストメイトなどに対応した多機能トイレや、
お子様連れにも利用しやすい授乳室・キッズスペースを
完備。フロアの随所には多可町産素材を使用し、温もり
と優しさを感じる空間を創り出しました。

　ラベンダーパーク
多可が今年開園10
周年を迎えました。
6月17日に行われた
記念式典では、前理
事長として園の運営
に尽力された故藤原
博喜さんに町から感謝状を贈呈しました。また、開
花シーズンには、今年もたくさんの方が訪れました。

　11月4日、「第13
回多可町ふれあいま
つり」を開催しまし
た。これまでのふる
さと産業展を名称変
更し、会場となった
ガルテン八千代グラウンド周辺に多可の食・技・元
気が大集合。およそ6,500人が、秋の１日を多可町
で満喫しました。毎年大人気の西脇高校の生徒によ
る播州織ファッションショーでは、今年初めて敬老
をテーマにした衣装を製作。おじいちゃん・おばあ
ちゃんがモデルとなって舞台に立ち、「敬老の日発
祥のまち」をＰＲしました。

　11月1 日、アスパル内に多可町子育て世代包括支
援センター「アスパルきっず」を開設しました。妊
娠期から子育て期にわたり、切れ目ないサポートで
お母さんたちを支援します。子育てに関する相談窓
口として、また
お母さん同士の
交流の場として、
アスパルが新し
く生まれ変わり
ました。

　2020東京オリン
ピック・パラリン
ピックの事前合宿
地に決定したこと
から、オーストラ
リア卓球協会のス
コット・ヒュース
トンＣＥＯを西脇
市にお迎えし、調
印式を行いました。
　式典では「全力で代表チームを支援し、市民の皆
さんとともに市を挙げて応援したい。」と片山市長
があいさつ。ヒューストンＣＥＯは「西脇市での合
宿を楽しみにしてい
る。文化や教育分野
でも交流し、絆を深
めたい」と話しまし
た。
　皆さんの応援をよ
ろしくお願いします。

　西脇市黒田庄町門柳に建設することが決まり、西
脇市では約50年ぶりに酒蔵が復活することになり
ます。進出するのは1647年創業の
名古屋市にある酒造会社・㈱萬乗醸
造で、平成21年から西脇市の山田
錦を使った日本酒を、名古屋の酒蔵
で醸造しています。
　この度、西脇市に酒蔵を建設する
ことで、純西脇市産の日本酒が楽し
めることになります。皆さんもぜひ
その日が来ることを楽しみにしてい
てください。
　また、同社と産業振興や人材育成
などに関する包括的な連携協定を締

結し、酒蔵
に併設する
研 修 所 で
「ものづく
り」「ひと
づくり」に
取り組んで
いきます。

織物のまちで名物市を

オーストラリア卓球協会と協定を締結

酒蔵が復活！

　市の中心市街地ににぎわいを生み出そうと、旧来
住家住宅一帯で「第１回播州織産地博覧会（播
博）」が開催されました。
　播博は「織物のまちに、織物の名物市を」を合言
葉に開催された「播州織の生地マルシェ」で、播州
織企業が空き
店舗などで生
地を販売した
ほか、学生に
よるリース作
りやＴシャツ
づくり体験な
どが催されま
した。

へそでつながる40年

▲多可町産杉を随所に使用した議場
◀杉原紙を使用したガラス壁面

▲南側をガラス張りし、外光が差し
　込む明るいフロア

▲開庁式典の様子

オーストラリア卓球チームへの応援
フラッグ

来場者でにぎわう播州織工房館

西脇ロイヤルホテルで式典・祝賀会を開催
連携協定を締結した片山市長（左）と
㈱萬乗醸造の久野社長（右）

㈱萬乗醸造
「醸し人九平次」

西脇市役所で記念撮影

オーストラリア卓球協会のスコット・
ヒューストンＣＥＯ（左）

ラベンダーパーク多可 検索
詳細は…インスタグラム始めました。

＠lavenderparktaka
＃ラベンダーパーク多可で
写真を投稿してください♪ 検索ください!!

　昭和53年10月20日に日本のへそ・西脇市と北海
道のへそ・富良野市が友好都市親善協定を締結して
40周年を迎えたことを記念し、式典と祝賀会を開
催しました。
　片山西脇市長
や北猛俊富良野
市長をはじめ、
市議会議員や市
民訪問団などの
関係者が、へそ
が取り持つ友好
の絆を確かめ合
い、両市の末永
い交流とさらな
る発展を誓いま
した。
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〇と　き
　平成31年1月28日（月）
　　　午後6時30分から
　
〇ところ
　都市センターホテル　606号
　　　（千代田区平河町2-4-1）

平成31年度
総会・懇親会のお知らせ

会長あいさつ

― 平成30年度総会・懇親会ダイジェスト ―― 平成30年度総会・懇親会ダイジェスト ―
　昨年１月23日に、平成30年度の総会・懇親会を都市センターホテル（東京都千代田区）において
開催し、本会の事業計画や予算などを決定いただきました。お楽しみの懇親会では、新会員さんの
紹介や、三遊亭若圓歌さんによる落語で楽しいひと時を過ごしました。さらに、ふるさとの特産品
などが当たる、恒例のお楽しみ抽選会や笹倉強さんの歌唱指導で西脇市歌・多可町歌を斉唱し、大
いに盛り上がりました。

会費の納入について
　規約により、本会の会費は総会時に納入することに
なっています。また、会計年度は毎年１月１日に始ま
り、同年12月31日をもって終わります。
　総会を欠席される方は、年会費を振込みにより納め
てください。
◆年会費　2,000円
◆口　座　次の２種類があります。
　　　　　どちらかにお振込みください。
①郵便局（郵便振替口座）　※振込手数料不要
　●口座番号：00930-3-188810
　●口座名：東京西脇多可の会
　「払込取扱票」が必要な場合は郵送いたしますので、
　事務局へご連絡ください。
②三井住友銀行西脇支店
　●店番号：441　●口座番号：5321552
　●口座名：東京西脇多可の会事務局
　　　　　　足立英則（アダチ　ヒデノリ）

転居等の際はご一報を
　住所や勤務先の異動がありましたら、お手数です
が事務局へお知らせください。
　ご連絡がない場合、案内文書や広報紙などをお届
けできないことがあります。ご協力をお願いします。

■新会員募集中■　ぜひご紹介ください！
　西脇市と多可町にゆかりのある知人・友人をご紹
介ください。入会はいつでも可能です。
　「加入承諾書」は、事務局に連絡いただければお
送りします。西脇市又は多可町のホームページから
ダウンロードすることもできます。

【西脇市ＨＰ】
　　http://www.city.nishiwaki.lg.jp
【多可町ＨＰ】
　　https://www.town.taka.lg.jp
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●議事進行する小澤会長
●総会の様子
●懇親会の様子
●戸田前多可町長（左）
●懇親会の最後に記念撮影
●三遊亭若圓歌さんの落語
●お楽しみ抽選会
●笹倉強氏による歌の指揮
●西脇市歌と多可町歌を斉唱
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