の藤嶋静さん

○県立美術館の﹁水木ル甜る﹂屡○

開幕鍋田曜池田

達した︒

10万人に

蓑豊館長から︑水木さん

知った︒

入口で係員に菖げられて

藤嶋静さん︵70︶︒この日︑
県立美術館︵神戸市中央 特別展﹁水木しげる・妖
区海岸達︶で開かれている 怪図鑑﹂の入場者が2日︑ 夫の輝義さんと訪れ︑会場

同屡は7

まで開催

10月3日

開暮し︑

育て時代に水木さんの作ロ皿

壁歴︵へきれき︶です︒子

られた静さんは︑﹁晴天の

会の図録などの記念品を贈

ど10万人
いますので︑額は大切に

人間的な魅力にひかれて

現していきたい﹂と白

設などで講義や実習

の研究︑環境関連施

間にわたり︑県内外

た︒機会があれば被災し

5日午後︑豊岡市内
また︑金澤副知事は﹁大
震災から15年が経過し のホテルで弁護士の丸

抱負を語った︒

戸内海の環境保全に

金澤副知事は︑瀬

アドバイスした︒

立つことが多いはず﹂と

いてほしい︒きっと役に

を送った︒

支持者らが激励コール

を開き︑約600人の

／／

県主Ｒ少年課と県まＲ少年本部は︑子どもの健全育成事業などの社会貢献
活動に参加した青少年が︑そのキャリアを就職活動に生かせるシステム
﹁ひょう≦胃少年社会貢献キャリア認定制度﹂の構築を目指して︑準備
を進めている︒

﹁就活に有利﹂﹁風樹発掘﹂の効果も

を意思表示して活用③

②企業は︑制度への参画

立大学︑有力企業5社な

合丘ハ庫︑丘ハ匪労働局︑県

た青少年には修了証を交

町や姫路育委富田でモデ

り︑8月には豊岡市但東

5団体で構成されてお
承認事業に参加し修了し ど1

付︑企業の採用試験の際

にはキャリアをＰＲでき ル事業として︑子どもた

ちを対象にしたキャンプ

この制度の運用などに を実施している︒

る⁝というもの︒

ち︑制度にふさわしい事

じめ︑県経営者協会︑連

会は︑県青少年本部をは

362・3141︶︒

は︑県竃少年課︵078・

制度についての問合せ

化を目的として実施す

業を県青少年本部が承認

生などにとっては

前へ前への心意気でがん

るタイの教育関係者ら11

係者交流事業﹂に参加す

今回︑来日したのはタ

インパクト爾点︒駅を利

出され︑その巨大さから

ジャンボポスターが張り

2㍍︑ヨコ約4㍍の特大

ＪＲ大阪駅にはタテ約

掲載されている︒

し相談窓口の電話番雪も

せるデザイン︒田舎暮ら

警醒適硯ヨ』壇 函 Ｄ 睾聖和 ヨ壌；聞；

成した︒

山︑丹波両市が共同で作

った︒

の新規就農︑新生活を誘

その他︑京阪神エリア

の72駅ではＢｌサイズの

実際に都会から丹波へ

移住し︑田舎暮らしを実

ポスターを掲示︑大阪環

掲示中︑問い合わせの

示を行った︒

状線1
2駅では液晶東光表

践している若い夫婦をモ

大阪駅に掲示されたジャ

ている︒

い﹂と話し

ていきた

大につなげ

住人口の拡

流人口︑定

らしの良さ
を伝え︑交

力︑田舎暮

で地域の魅

会︑手法

まざまな機

れからもさ

丹波県民局では︑﹁こ

男性もいたという︒

ら電話をかけてくる若い

のライフスタイルを大切 電話が何件かあり︑中に
想を語り︑﹁県では高校
教育改革に取り組んでい にする生活をイメージさ は︑ポスターを見て駅か

パン・オンノム国際交流

タイ教育省のジャクラ ンボポスター

ほしい﹂と求めた︒

イ教育省職員及び学校の る︒感じた意見を伝えて
校長︑教頭らｎ人︒昨年

度︑同事業でタイを訪れ
た大西教育長は﹁子ども

した︒13日に帰国する︒

来センターなどを視察

ど3校と︑人と防災未

までに県立西官高校な

この後︑一行は12日

いもの﹂と訴えた︒

は止めることはできな

帰りたい︒教育の改善

イにないものを学んで

いる︒日本にあってタ

てタイの教育は改善して

たちが自らの国の文化に 課長は﹁相互交流を通じ
誇りを持ち︑郷土︑人を

■品料理から会席・季節の鍋物コ●スまで

Ｌようと丹波県民居と篠 用する多くの人に丹波で

の定住や新規就農をＰＲ

ＪＲ太阪駅などで定住誘い

田舎暮らしアピ甘ルポスタ甘

﹁自分らしさで 波に決めま﹄宅﹂

るものだが︑大学

育成や青少年団体の活性 が行う社会貢献事業のう ついて協議する検討委員

すでに翠デル事業を実施
社会の担い手として

員は﹁政治家が地域に限

タイの教育関係者
11人相互訪問で来

県︑教育長を表敬
県教育委員会とタイ教
育省が共同実施する﹁Ａ

ばりたい﹂と意欲を燃や

人が6日︑県公館に大西
孝教育長を表敬訪問した︒
県とタイの教育関係者
が相互訪問し︑授業見学

術で会場を滞かせながら 地体験を達じてそれぞれ

にもふれつつ持ち前の話 や文化施設の視察など実

マで講演︑民主党代表選

が﹁1％の挑戦﹂のテー

この後︑丸山参院議員

した︒

る︒厳しい時だからこそ ＳＥＡＮ諸国との教育関

は置き去りにされてい

て説いていた︒

付くことの大切さを教え 重明民らの言葉を引用し
てもらった︒地方行政の
中心を担ってきた総合力

まず︑元日弁連会長の に期待したい﹂と言葉を

叫

青少年本部が準備

る政治家を送り出す責任 ﹁長生きのためには書手 の教育活動に撃⊥てるの 思いやる心に感動した︒ デルに起用︒笑顔で曲辰作
がある﹂と支持を求めた︒ なことに挑戦すること︒ が目的︒今年で5年目を 最も大切なことについて 業に励む姿から︑丹波の
示唆をいただいた﹂と感 豊かな自然の中で︑白ら

次いで末松儀介参院議 挑戦を決めた時から人生 迎える︒県側からは8月
は開ける﹂などと日野原 中旬に同国を訪問した︒

意識の高い若い人材の

＝ｌ日日＝ｌｌＨ【日日日日＝

﹁自分らしさで丹波に 8月下旬から今月上旬に
決めて︑制度の試
かけて京阪神問の1Ｒ︑
行を始めている︒ 決めました︒﹂をキャッ
チコピーにした﹁田舎暮 阪急の主要駅で掲示さ
制度の仕阻み
は︑①青少年育成 らしは丹波﹂をアピール れ︑関心を集めた︒
団体やＮＰＯなど するイメージポスターが 都市住民に丹波地域へ

に︑モデル事業を

り︑今年度はすで

もたらすものとし
て注目されてお

材発掘﹂の効果も

業サイドには﹁人

﹁就活に有利﹂︑企

姫路市安富町で行われたモデル事業

月31日に が描いた額入りの絵や展覧

の予定︒

冒になっ
して飾ります﹂と話して

にふれましたが︑何よりも︑

たのは︑
いた︒

ちょう

池田市の

蓑館長︵左端︶から贈られた記念品を
手にする藤嶋さん夫婦

このあと︑研修員が﹁日 ともに議論されていな

県貢少年課と県

贈った︒
本と参加者それぞれの国 い︒参院選後は数台状況 久保井一匡後援会長が
次いで谷衆院議員は
と共同して環境問題の解 が大きく変わっており︑ ﹁政治の混迷で国民の不
自民党が求める政策を実 安が増幅︒本当に力のあ ﹁民主政権になって地方
文化も深く理解したい﹂

などの研修を受け

た人から体験談を直接聞 に招いて政経セミナー

取り阻んできた経障

山和也参院議員を講師
る︒

が語った︒

今月から約2カ月 と研修スタ︼トに向けて 民党の今竺衆院議員

人が参加した︒

ンなど4カ国から7 決に当たりたい﹂﹁日本

回はエジプト︑イラ

した海外研修ロ貝が7日午ける統合的水環境管理
後︑県公館に金澤副知事 コース﹂の研修員で︑今

庫
を表敬訪問した︒
を説明し︑﹁豊かで美し
．谷公一衆院議員が
水質保全学ぶ海外
国際協力機関︵1ＩＣ い海を取り戻すため︑懸
兵
政経セミナ1開催
研
修
員
7
人
が
金
澤
Ａ︶兵庫国際センターか 命の努力をしている︒研
﹁前への心意気で﹂
副知事と意見交換
らの委託を受け︑国際エ 修の実りを上げ︑母国の
﹁民主党の代表選がマ
閉鎖性海域をはじめと メックスセンターが毎年 環境問題解決に撃止てて
スコミを賑わせている
ほしい︒一層の活躍を﹂
した水質環境の保全技 実施している﹁鞋序域・
が︑▼経済・景気対策がま
術︑知識を学ぶため来県 内湾及びその集水域にお と激励した︒

ジ

ヤ
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ノ
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