
会長あいさつ

　西脇で生を受け78歳になりました。
生まれは西脇町（当時は町でした。）の椿坂と中
央通りとの交差点近くの東本町です。
　高校まで西脇にいて、大学以降は都会で過ごし、
西脇へ帰省するという次第でした。
　この度、両親も亡くなり、実家も売却し、墓じ
まいもして、西脇との縁も薄くなりました。
　西脇幼稚園、西脇小学校、西脇中学校、西脇高
校へ通い、まったくの西脇人です。祖父の時代に
本籍地の大垣内から、東本町に移り呉服店をやっ
ていました。ここから各学校へ通っていました。
　椿坂を登り切ったところの小学校。当時はガキ
大将の下で子供たちとよく遊んでいました。めん
こ、ビー玉、石合戦、鬼ごっこ、イナゴ取り、魚
とり、シジミ取り、蛍狩り等、自然の中で大いに
楽しんでいました。
　三和橋を渡ったところの中学校。近くの杉原川
でよく泳ぎました。

　八日山、寺山（小学校の裏山）、矢筈山等の
近場の小山をよく上りました。
　椿坂の途中、童子山下の高等学校。ここで、
多可、黒田庄からの通学生がいて、西脇・多可も
広いなと思いました。多可、黒田庄の友人も増
え、自転車で友人宅を訪れ、多可の友人たちと
は奥杉原川で川遊び、千ヶ峰登山等を楽しみま
した。黒田庄の友人たちとは、池で泳ぎました。
　西脇を離れてからは、帰省した際に、昔の思
い出の場所をよくめぐりました。過去の記憶を
たどり裏道、神社、仏閣、公園等での景色が昔
通りであれば、懐かしみ、昔通りでなかったら
元の姿を想像しました。西脇との縁は薄くなり
ましたが、心の中ではいつも故郷・西脇をキー
プしています。
　皆さまも西脇をキープしてください。
♪♪Keeps Nishiwaki On My Mind♪♪

（元歌はアメリカジョージア州歌｢GEORGIA ON MY MIND｣)
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多可町オリジナルタータン柄
「タカタータン」完成！

　11月 3 日の「第14回多可町ふれあいまつり」で、
多可町オリジナルタータン柄「タカタータン」がお
披露目されました。地場産業である播州織をもっ
とＰＲしたい、と多可町観光交流協会が取り組ん
できた「タカタータン」の制作。地元の織物業者や
商工会と連携し、糸の染色からこだわりぬいたタ
ータン柄は、スコ
ットランド・ター
タン登記所へも登
録し、認められた
本物です。

第30回全国おじいちゃんおば
あちゃん子ども絵画展

　敬老の日発祥のまち・多可町では、旧八千代町の
ころから、「おじいちゃんおば
あちゃん子ども絵画展」を開催
しており、30回の節目となっ
た昨年は、全国から5‚218点
の作品が寄せられました。

多可町子育てふれあいセン
ター移転

　多可町子育てふれあいセンターが 4月から旧中町
幼稚園に移転し、活動をスタートしました。
　「子育てするなら多可町」を合言葉に、多可町では
昨年の11月に『アスパルきっず』を開設。妊娠期から
子育て期までの細
やかな支援に取り
組んでいます。子
育てふれあいセン
ターの移転で、よ
り充実した子育て
支援に力を注ぎま
す。

「一日ひと褒め条例」施行

　１日１回、人を褒めよう、人に感謝しよう。
　多可町議会では、「一日ひと褒め条例」を制定し、１
月１日から施行されました。
　町民が、家族や友人、職場の人たちの良い点を見つ
け、１日に１度
は感謝の言葉を
伝え合うことで、
多可町を元気で
明るい町にした
いという思いが
込められていま
す。　

▲文部科学大臣賞の作品

　令和元年９月４日、新庁舎・市民交流施設の起工
式が挙行されました。現在の市役所と市民会館は、
整備から約50年が経過しており、この間、西脇市
の行政機能の拠点として、また、文化芸術活動の拠
点として、先導的な役割を果たしてきました。しか
し、「空洞化する中心市街地をもう一度、利便性の
高いエリアへ再生するとともに、賑わいを創出する
エリアへと変えていくための起爆剤として、公共交
通の整備と合わせて、その効果を西脇市域全体に波
及していきた
い。」との思
いから、現在
の場所（郷瀬
町）から下戸
田に移設する
ことになりま
した。

完成予想図

新庁舎・市民交流施設を起工
　　　　～令和３年春完成～

　平成２年３月に惜しまれながら廃線となったＪＲ
鍛冶屋線。その後、旧羽安駅周辺の廃線跡地は「星
の遊歩道」として、自転車・歩行者専用道路に整備
され、散歩をしたり、登下校で利用するなど地域の
人たちに親しまれてきました。
　そしてこの度、令和元年11月16日に自動車・自
転車・歩行者が利用できる日野北バイパス（県道中
安田市原線・市道市原羽安線）として新たに開通し
ました。この道路はＪＲ鍛冶屋線廃線直後から地元
の熱い要望により、地元と市、県が連携して実現し
たものです。
　この道路の開通により、多可町と西脇市との交流
や連携が
より活発
になるこ
とが期待
されてい
ます。

開通した日野北バイパス

ＪＲ鍛冶屋線廃線から30年
日野北バイパスが開通

　昭和９年から昭和11年にかけて建設された西脇
小学校が、約80年の時を過ぎて新たに生まれ変わ
りました。兵庫県の景観形成重要建造物に指定され
た校舎は、一旦は取り壊しが決定したものの、市民
から声が上がり、改修保存することになりました。
　「子どもたちの安全の確保」と「文化財としての価
値の保存」の両
立を目指して完
成した校舎は、
これからも市民
の思いとともに、
新たな歴史を刻
んでいきます。

生まれ変わった教室

西脇小学校が
生まれ変わりました

　西脇市とアメリカ・ワシントン州レントン市との
姉妹都市提携50周年を迎えました。
　それを記念して、本市から市民使節団20人がレ
ントン市を訪れ、記念式典に出席しました。
　レントン市のデニス・ロー市長は「これまでに素
晴らしい姉妹都市関係を築いてくれた皆さんに感謝
します。」などと述べ、両市長は交流の継続や相互
の繁栄を誓
う共同声明
に署名しま
した。
　これから
も、両市の
絆が深まり
ますように。 50周年で作製された記念旗

交流を深めて50年

　 5月 1日、「令和」元年がスタートしました。
　多可町では、職員の有志グループ「TEAMたかまる」
が主催する改元記念イベント『WELCOME令和！愛が
たかまるスペシャルハッピーデー♡in多可町』を開催。
役場本庁舎を会場に、婚姻届、出生届を提出される人
を、さまざまな演出で祝いました。
　この日、多可町に届け出のあった婚姻届は11組、出
生届は 4件でした。

▲公用車を飾りつけし、婚姻届を
　出される２人をお迎え

▲地元のダンスグループ・あまの
　じゃくがダンスでお祝い

▲杉原紙で作ったオリジナルの
　受付票を記念に

▲家族や友人もかけつけ、みんな
　で２人の門出をお祝い

▲胴上げ隊が胴上げで祝福！掛け声は「れいわ！」

令和スタート！
改元イベント開催 2019
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〇と　き
　令和２年1月28日（火）
　　　午後6時30分から
　
〇ところ
　都市センターホテル　オリオン
　　　（千代田区平河町2-4-1）

令和２年度
総会・懇親会のお知らせ

― 平成31年度総会・懇親会ダイジェスト ―― 平成31年度総会・懇親会ダイジェスト ―
　昨年１月28日に、平成31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、マグナム小林さんによるバイオリン漫談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、西脇市歌・多可町歌を皆で斉唱するなど、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
　　　　　　早崎育子（ﾊﾔｻｷ ｲｸｺ）

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。
　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■
　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

●総会の様子
●清水多可町議会議長の乾杯で
　懇親会を開始
●マグナム小林さんによる
　バイオリン漫談
●抽選会で大当たり！！
●林西脇市議会議長の一本締め
　で懇親会を終了
●参加者の皆さんで記念撮影
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