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杉原紙の復元に尽力した宇高弥之助さん（昭和45年） 『かがやき多可賞』を受賞された皆さん
写真右から
　◇市場吉明さん（寺内）
　◇山口萌花さん（熊野部）
　◇藤原楓凡さん（熊野部）

杉原紙を自宅で干す宇高さん（昭和45年）

家に があるうちに特集
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子育てふれあいセンター　☎（32）2816

「出張ひろば」のご案内
と　き：７月15日（木）午前10時～11時30分
ところ：はななみ親水公園（八千代区中野間）
持ち物：お茶・帽子・ぬれてもいい服（水着）

　川あそびの道具（網・バケツ・浮き輪　
　など）※センターからも持って行きます。

日 時　間 内　容 参加費など

※新型コロナウイルス感染症対策のため
中止になる場合があります。

３日
（土）

４日
（日）

10日
（土）

11日
（日）

17日
（土）

18日
（日）

22日
（木）
海の日

23日
（金）
スポーツの日

24日
（土）

31日
（土）

参加費：400円
色付：7月24日（土）午前中

参加費：300円

参加費：350円

参加費：150
~200円

参加費：300円

参加費：400円

参加費：600円

参加無料
多可ふれあいボランティアガイド

参加費：300円

参加費：1組100円

参加費：300円

参加費：300円

参加費：400円

参加費：300円

参加費：300円

参加費：300円

参加費：400円

参加費：200円

参加費：300円
色付：８月28日（土）午前中
参加費：150

~200円

伝統工芸技術
　はりこの妖怪づくり
パワーストーンのキーホルダー
　まがたまキーホルダーづくり
多可の伝統工芸　杉原紙でつくる
　和紙のうちわ
マジカルストーン
まがたまづくり

杉原紙とラベンダーのコラボ
　香る和紙のメッセージカード
ビーズが輝くキーホルダー
　デコまがキーホルダーづくり
杉原紙で作る
　お化けのランプシェード
多可町の歴史を体感
　東山古墳群めぐり
勾玉をカラーリング
　カ･ラ･フ･ルまがたまづくり
考古学博士になれる！
　親子で発掘体験
腕に輝くマジカルストーン
　まがたまブレスレットづくり
伝統技術で編み上げる
　ミニすだれづくり
勾玉と鹿角の
  MAGICAL powerキーホルダーづくり
Power　Up！！
  BIGなまがたまづくり
パワーストーンのキーホルダー
　まがたまキーホルダーづくり
勾玉をカラーリング
　カ･ラ･フ･ルまがたまづくり
ビーズが輝くキーホルダー
　デコまがキーホルダーづくり
播州織のハギレでつくる
　手織りのコースター
日本の夏の風物詩
　素焼きの風鈴づくり①
マジカルストーン
まがたまづくり

　杉原紙技術は、約1000
年以上、当地において継承
され、日本の和紙文化、紙文
化に大きな影響を与えてき
た手漉和紙技術です。
　令和２年度は、昭和４５年１
１月の奇跡の復興から５０年
となり、那珂ふれあい館で記念展示を開催しています。
　ぜひお越しください。
■期　間 ３月３１日（水）まで

９：30～

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

10：00集合

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

13：30～

９：30～

９：30～

13：30～

杉原紙復元“50周年”記念展示

那珂ふれあい館
   ☎（32）0685　FAX（30）2730

中児童館　☎/FAX（32）4328
みなみ児童館

☎/FAX（35）1420

～ちょこっとものつくり～

ベルディーロビーコンサート
『落語』延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

公演日を8月29日（日）に延期します。
公演を楽しみにお待ちいただいた皆様には、

心よりお詫び申し上げます。

～多可町文化連盟からのお知らせ～
多可町文化連盟は、町内の文化活動を推

進し、郷土文化の向上に寄与しています。
文化・音楽・芸能・文芸など、50グループ
800名の会員で活動しています。
このたび、多可町文化連盟三役等が改選

を迎えましたのでお知らせします。

　■会　長　吉田　恵子
　■副会長　植山　晶子
　■副会長　高橋　保
　■書　記　酒井　実
　■会　計　竹本　早苗

ベルディーホール ☎（32）1300 FAX（32）4060

7 月のイベント

吹き絵で七夕飾りをつくろう

どちらも
参加費：無料
対　象：幼児・小学生とその家族

※幼児のお子さんは保護者同伴でお願いします。
申込締切：前日午後５時まで

※詳しくは、じどうかんだよりをご覧ください。

体験は心と
体の栄養です！

多可っこ くす すく ナビ

「次の予防接種はいつ？」「近くの遊び場は
どこ？」
妊娠期から出産、子育て期まで、分からな

いことや知りたい情報はたくさんあります。
多可町が配信する出産・子育てに関する情

報や、イベント情報などをお届けします！

①右記のQRコードを読み取り、
「母子モ」をインストール
②アプリを開いてログイン
③プロフィールを登録

と　き　７月10日（土）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　みなみ児童館

５月・12月は
『いじめ防止啓発月間』です
町の宝である子どもたちの未来のためには、住

民が一丸となっていじめ防止に向けて取り組まな
ければなりません。
いじめは、いつでもどこでも起こり得ると同時

に、どの子どももいじめの被害者にも加害者にも
なり得ます。多可町はいじめを許さない文化と風
土を町全体でつくり、いじめの根絶に向けて取り
組んでいます。

保護者・地域の皆さんへ
いじめを防止、発見、解決するためには、保護

者や地域の皆さんと学校との協力が必要です。子
どもたちの日々の様子をしっかりと見つめていた
だき、気になる変化があれば、すぐに学校や相談
機関へ連絡、相談してください。

・多可っ子悩み相談　☎(32)3423
・ひょうごっ子悩み相談
☎0120-0-78310（24時間対応）
☎0120-783-111（平日午前９時～午後５時）

【多可町内小中学校】
・中町南小学校☎(32)0011
・中町北小学校☎(32)0012
・松井小学校　☎(35)0001
・杉原谷小学校☎(36)0009
・八千代小学校☎(37)0033
・中町中学校　☎(32)0009
・加美中学校　☎(35)0300
・八千代中学校☎(37)0049

相談はこちらまで

【ひょうごっ子
　ＳＮＳ悩み相談窓口】

■学校教育課　☎(32)2395

VOC会員募集

夏は、センターでこんな体験
できます♪いつでもだれでもOK

ＷＥＢページ
はこちら！

１人で
悩まないで

５月の入札結果

大日橋　外３橋　橋梁補修工事
町道多田三谷線　舗装修繕工事
町道桑坂線　舗装修繕工事
町道糀屋安坂線　舗装修繕工事
町道曽我井２６号線　外１路線　舗装修繕工事
町道仕出原線　舗装修繕工事
町道観音寺線　外１路線　舗装修繕工事
加美区豊部（山林）の一部地区CDE工程業務
八千代区下野間の一部地区CDE工程業務
八千代区下野間（山林）の一部地区FGH工程業務
八千代区中野間の一部地区ＦＧＨ工程業務
中区安坂の一部地区ＤＥ工程業務
中区中村町の一部地区ＦＧＨ工程業務

５月11日入札分
7,205,000円
32,340,000円
26,730,000円
20,350,000円
15,070,000円
15,070,000円
10,252,000円
37,950,000円
32,890,000円
18,370,000円
17,930,000円
12,628,000円
9,889,000円

（有）明建設
共栄建設（株）
（株）イマナカ
大志（株）
（株）総合グリーン
（有）大量建設
（株）林本興業
南海測量設計（株）神戸営業所
丸一調査設計（株）兵庫支店
（株）ウジョウ兵庫支店
（株）コスモ丹波支店
橋本測量設計事務所
日進測量（株）多可営業所

工事（業務）名 請負額（税込） 請負業者

■問合先　財政課　☎（32）４７７１

ベルディーホールオペレータークラブ

ベルディーホールの裏方＝スタッフを募集して
います。

舞台の音はどんな操作で
出しているの？

舞台の明かりは
どのように
照らしているの？

舞台の明かりはどのように
照らしているの？

舞台裏ってどんな
感じなんだろう？

何か１つでも興味のある人は、ベルディーホール
までお問い合わせください。

2021.72021.7

上下水道にかかる点々補修工事
多可町消防小型動力ポンプ整備事業
中安田地内下水マンホール段差解消工事
水道施設重点整備計画策定業務委託

4,664,000円
5,940,000円
1,507,000円
18,678,000円

（株）古来造園土木
（株）藤井ポンプ製作所
（有）東谷口組
（株）相互設計事務所

工事（業務）名 請負額（税込） 請負業者
５月25日入札分

～ちょこっとやてみよう！～
たなばたさん、ミニミニ縁日♪

と　き　７月17日（土）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　中児童館
内　容　ヨーヨーつりと

スーパーボールすくい

マジカルストーン
まがたまづくり

切り絵でつくるランプシェード
輝く仏像のランプづくり

播州織のハギレでつくる
手織りのコースター

腕に輝くマジカルストーン
まがたまブレスレットづくり

考古学博士になれる！
親子で発掘体験

腕に輝くマジカルストーン
まがたまブレスレットづくり

多可の伝統工芸　杉原紙
和紙のランプシェードづくり

多可町の歴史を体感
東山古墳群めぐり
勾玉と鹿角の
MAGICAL powerキーホルダーづくり
伝統の和菓子
かしわもちづくり
特別講師：溝垣和子さん

パワーストーンのキーホルダー
まがたまキーホルダーづくり
播州織の糸と伝統技術のコラボ
ぞうりづくり
特別講師：松井嘉一郎さん

日本の夏の風物詩
素焼きの風鈴づくり①

コツコツためて大金持ち！！
素焼きの貯金箱づくり①
Power　Up！！
BIGなまがたまづくり

新型コロナウイルス感染対策により、中止になる場合があります。

昨年の様子

と　き：７月12日（月）午前10時～11時30分
ところ：子育てふれあいセンター

「赤ちゃんひろば」のご案内

※おひさまにこにこクリニックの保健師さんが来られます。

夏野菜を収穫しよう
今年もいろいろな夏野菜を植
えています。
トマト・ピーマン・オクラ…
いっぱい採って食べてね！

生き物とふれあおう
センターでは、かめを飼って
います。さわってみたり、お
散歩をいっしょに楽しんだり
してね。

新しく入りました！

くねくね平均台 次亜塩素酸空気清浄機
皆さんに、安心して利用していただけるよう、これまで
以上にしっかりと感染症対策をしていきます。

『地域の学校教育のあり方を考える会』報告
6月9日（水）第６回会議を開催
■会議内容
昨年度の協議内容、今後10年間の児童生徒数の推
移、令和２年度の出生数などを説明しました。
　「現状のまま頑張れないか」という意見について、
小規模校として存続している小中学校の取り組み
や、近隣の小・中学校の状況などを紹介しました。
また、統合する場合の課題や不安（通学、心のサ

ポート、財政、地域に学校がなくなることなど）につ
いて、多可町の現状を踏まえて協議しました。　

中南小 中北小 松井小 杉原谷小 八千代小 合  計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

小学校区

中学校区

12 ７ ９ ６ ６ ４ ６ ５ ８ ３ 41 25
19 15 10 11 11 66

34 21 11 66

6月８日（火）子育て世代への説明会
　子育てふれあいセンターにおいて、小さなお子さん
をお持ちの保護者の皆さんの意見をお聞きしました。

【統合賛成】
・「学校がなくなるから･･･」と言っていられないくらい出生
　数が少ない。
・小学校は現状のまま、中学校は統合の方向で。
・実際に子どもを通わせる親の
意見を大切にして欲しい。
・同級生になる人数の少なさに
びっくり。不安です。
・クラス替えがないので、何か
あれば引っ越すしかない。

【現状のままで】
・地域に育てられたと実感している。学校がなくなり、避難
所が遠くなった。
・濃厚な繋がりが大人になっても続いていて、みんな穏やか。
この町だったら、小規模でも大丈夫ではないか。

【どちらとも言えない】
・少子化が進んでいることに今は驚
いている。
・統合するなら３区平等な場所に、
統合しないなら教育の充実と子育
て世代への支援を。

■住民説明会の開催について
児童生徒数の現状や今後の推移、「地域の学校教育のあり方を
考える会」の協議経過について、住民説明会を開催します。
　日程などは、町ホームページ、たかテレビなどで案内します。

問合先　教育総務課
　☎（32）2384

■令和２年度の出生数（R3.4.1現在）

※すべての学校で、１学年１クラス、多可町全体でも１学年２クラスの
出生数です。


