拡散希望！ お知合いにもぜひ かわら版 を紹介してください！！

第５号

清元市長、いま何しとん？

令和３年（202１年）1２月号

を伝える

す こ や か 姫 路
2021年の姫路を
振り返ってみよう ”

10/25-29 アクリエひめじ開催。
コロナ禍で姫路とオンライン配信に
よるハイブリッド形式での開催に。
国際会議は、姫路城をはじめとす
る観光スポットやアクリエひめじな
ど、姫路の魅力を発信する絶好の
機会になりました。

TEL 079-226-0770 / FAX 079-226-0771
Ｅｍａｉｌ ｋａｗａｒａｂａｎ＠ｋｉｙｏｒａｋａ－ｈｉｍｅｊｉ.jp

＊全国版＊

★ “ 清元市長と

第72回WHO西太平洋
地域委員会開催

● 発 行 / すこやか姫路市民の会
● 発行人 / 岡田兼明
〒672-8048 姫路市飾磨区三宅1-192
田中興産ビル4F

１．２０２0東京オリンピック・パラリンピックが無観客で開催。
２．第49回衆議院議員総選挙。岸田内閣発足。
３．MLBロサンゼルスの大谷翔平投手、二刀流の大活躍でMVPに。勇気をもらいました。
４．阪神タイガース惜しくも2位。来シーズンこそ期待。BIG BOSS新庄率いる日本ハム
からも目が離せない。

アクリエひめじオープン
9月開館。架け橋（アーク）と創造
（クリエーション）から、未来へ続く、
新しい創造の架け橋となる場所に
との想いを込め名付けられた。姫
路出身の世界的デザイナー故・髙田
賢三さんの緞帳は必見。オープニン
グシリーズでは、リッカルドムー
ティ率いるウィーンフィルコンサー
トなど夢のような企画が目白押し。

2021年の姫路市と新型コロナウィルス感染症対策
●「2021 清元ひでやす新春の集い」オンライン開催

1月

◆緊急事態宣言発令

第
３ ●「居心地が良く歩きたく
なる姫路」プロジェクト
2月 波
大手前通り”ほこみち”
に指定（全国初）

3月

◆変異株「インド株」発生
◆変異株「アルファ株」感染 ●新生児臨時特別給付金支給延長
拡大
●妊産婦タクシー料金助成
◆蔓延防止等重点措置発令

姫路文化センター閉館

移動市長室
①安富②夢前③家島④小中学３校
清元市長が自ら各地域へ出向き、
地元の住民や団体と直接膝を突き
合わせて対話をすることで地域の
情勢やニーズを把握し、今後の市政
に生かします。好評を頂き、順次皆
様の町にもおじゃまします。

49年の長きにわたり、姫路市の文
化芸術活動の拠点として愛され続
けた姫路市文化センターが、令和３
年１２月２８日に閉館。みなさんコン
サート、講演会、学校の文化祭など
思い出がたくさんあると思います。
閉館記念にホールを無料貸し出し
中です！

●療養型コロナ専用病床開設
●尿検査で新型コロナ重症化予測の臨床
研究協力
●医療従事者にワクチン接種開始

4月 第

４
波

5月

●子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

●「姫路城」で
ブルーライトアップ
新型コロナ最前線で戦う
医療従事者に感謝の意
を込め

●「新型コロナウイルス感染症」の影響に
係る介護保険料の減免

●SDGs未来都市に選定

●65歳以上の高齢者ワクチン接種開始

●地域公共交通事業者の感染拡大防止支援
●新型コロナウイルス感染症患者となった
在宅要介護者、要支援者又は総合事業対
象者の在宅療養協力金制度
●ものづくり販路拡大支援事業補助金
●ワクチン接種予約お助け隊

6月

●「アクリエひめじ」大規模ワクチン接種開始
●結婚新生活支援補助金

「オールひめじ・アーツ
＆ライフ・プロジェクト」
姫路城、市立美術館、書写山圓教寺
など魅力ある場所で著名アーティ
ストがインスピレーションに基づく
芸術運動を展開する４カ年計画の
プロジェクト。今年は国際的に活躍
する現代美術家・日比野克彦氏を
招聘。圓教寺に滞在し創作活動中。

姫路フィルムコミッション
映画「Ｇ・Ｉジョー漆黒のスネークア
イズ」と「燃えよ剣」が、10月全国の
映画館で上映。「ラストサムライ」等
ハリウッド映画「武蔵MUSASHI」
「軍師官兵衛」などのTVドラマ等の
ロケの誘致、支援を行い、姫路の魅
力を発信し続けています。

姫路大名行列

『夢ランタン祭り 2021』

11月の「姫路お城まつり」で開催。
文化庁補助事業【リビングヒスト
リー（生きた歴史体感プログラム）
促進事業】を活用。姫路藩酒井家の
参勤交代の行列図「播州姫路酒井
雅楽頭御行列」を参考に、市民参加
による姫路城での大名行列を再現。

みんなの「夢」を乗せたスカイラン
タンで夜空を彩る。第1回は、映画
「ラストサムライ」のロケ地としても
有名な書寫山圓教寺『三之堂広場』。
生演奏のＢＧＭとともに美しい光と、
厳かな空気に包まれました。夢前ゆ
め街道づくり実行委員会主催。

★ 姫路市にあなたの・あなたの街の

希望要望を伝えよう！
・市政ふれあいメール
・市議会に請願・陳情

7月

8月

●全国の医学生への
市長メッセージ「研修は
姫路市内医療機関で」

●姫路市産業デジタル化支援補助金

第 ◆「デルタ株」猛威感染拡大 ●妊婦とパートナー優先ワクチン接種
５
波 ●「ゆめさき夢ランタン
●12歳以上ワクチン接種予約開始
2021in圓教寺」
●アクリエひめじオープン

9月

●姫路しらさぎ商品券の発行

◆新型コロナワクチンの
2回目接種完了が全人口
の50%を 超える
●第72回WHO西太平洋
地域委員会開催

10月

●ワクチン接種受験生優先DAY
●コロナ専用病棟での
「抗体カクテル療法開始」

●駅チカ集団接種会場の開設
●姫路市MICE施設等緊急支援給付金事業
●「姫路・播磨の魅力再発見！」観光ツアー
企画運営等業務委託
●地域公共交通事業者の感染拡大防止支援

◆変異株「オミクロン株」発生

11月

●「第71回 姫路お城まつり」
●「シロノヒカリ～白鷺が輝く夜～」
◆高病原性鳥インフルエンザ市内養鶏場で発症

12月

●姫路文化センター閉館

●3回目ワクチン接種開始(医療者対象)

●「姫路城フォーシーズンファンタジア」

街を元気にするために頑張ってくださった皆様に感謝です。個人的には
1番の衝撃的出来事は、鯛の骨がのどに刺さり緊急手術～入院となって
しまったこと・(^-^; 来年5月には「県立はりま姫路総合医療センター」
も開院します。地域経済活性化に資する観光施策やMICE誘致を推進す
るとともに、3回目のワクチン接種の円滑な実施など、市民のLIFE（命、
一生、くらし）を守る市政運営に全力で取り組んでまいります。

★ すこやか姫路市民の会

https://www.kiyoraka-himeji.jp

清元市長

会員募集中！

202２ 清元ひでやす

『 新春の集い 』 ～アフターコロナの都市再生～
日時／ 令和４年（２０２２年） 1月８日(土) 14:30 開演 16:00 終演予定
場所／ アクリエひめじ 大ホール （姫路市神屋町143番地2）
講演／ 兵庫県知事 齋藤元彦 氏
「躍動する兵庫」へ（
参加費／ 無料 （すこやか姫路市民の会 会員様とご家族様対象）
（会員様）
定員／ 1,000名 （事前申し込み制、先着順）

（未加入の方）
↑↑↑
お申込みはこちらから

202２ 清元ひでやす 『新春の集い』 は、兵庫県知事齋藤元彦氏をゲストにお招きし、 新しくオープン
したアクリエひめじ大ホールからお届けいたします。清元市長の市政報告そして兵庫県知事齋藤元彦氏
のご講演。ふたりの対談では、兵庫県、姫路市のアフターコロナの都市再生について、ともに考えたいと
思います。 久しぶりに生で清元市長の話を聴き、そして高田賢三氏の素晴らしい緞帳をご覧ください。
ご家族でご参加ください。 （未加入の方は、ご入会と同時にお申し込みいただけます）

★ 清元市長 なう ２０２１年11月
市長の仕事のほんの一部をご紹介します。
緊急事態宣言が解除され、対面会議や移動市

長室、秋の各種イベントも再開され始めました。

○市長講演（退職者互助会） 11/1
○飾磨地区行政懇談会 11/4
○移動市長室＠家島 11/5
○姫路城バーチャルサイクル（eｽﾎﾟｰﾂ） 11/7
○災害対策本部運営訓練 11/10
○昭和女子大学協定締結式＠東京 11/12
○治水事業促進大会＠東京 11/12
○近畿国道協議会国交省意見交換会 11/16

○姫路保護司会創立70周年記念式典講演会
○ｽｰﾊﾟｰｷｯｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ有志の集い 11/23

★ 姫路市と清元市長のウルトラクイズ Part 1
～これであなたも姫路通？ 市長通？？～
Q1. 清元市長の小学生の時の将来の夢は、
弁護士でした。
さて ○か？✖か？ どっち？？
Q2.令和最初の姫路市長は清元秀泰ですが、
平成最後の姫路市長は石見利勝氏でした。
さて ○か？✖か？ どっち？？

撮影 ： 西 松 史 純

Q3. 秋田県の男鹿水族館にブリーディング
ローンで異動したホッキョクグマの
ユキ（♀）が、昨年12月にオスの子熊
を出産しましたが、その子熊の名前
は姫路城にちなんで「しろ丸」 と名付
けられました。
さて ○か？✖か？ どっち？？

○姫路市交通安全対策会議 11/24

（こたえは左下にあります）

○兵庫県新型コロナウィルス対策協議会 11/25
○姫路市立南部学校給食センター竣工式 11/27
★ ウルトラクイズのこたえ

★ 編集後記
○今月の絵手紙 「お地蔵さま」
” 感謝の言葉に幸せがやどる ”
〇あっという間に12月となりました。
この1年コロナでイベントがなくなり外出の機会

Q1. ○ 清瀬一郎先生「秘録 東京裁判」
を読んで（読まされて）いました。
Q2. ✖ 平成最後の平成31年4月30日
が清元市長就任の日でした。その
ため、１日だけでしたが、清元市
長が平成最後の市長となりました。
Q3. ✖ 「しろ丸」は、最終候補に残りまし
たが 「フブキ」 に決定しました。

も減って、季節を感じることがあまりできなかっ

作 清元淑子

たような。思い出が少なくて1年が早かった気がします。やっと緊急
事態宣言が解除され、2回のワクチン接種が完了し、街に人が戻って
きました。どうか穏やかな日が続きますよう。令和4年がみな様にと
って良き年となりますようにお祈りいたします。
○久しぶりのかわら版発行となりました。 来年は頑張って発信して
フブキ（5か月）

いきたいと思いますので、引続きよろしくお願いいたします。

★ 本誌（かわら版）は、会報誌「すこやか姫路」が発行されない月に、ホームページに掲載する予定です。ダウンロードして、
印刷してご活用ください。 ＦＡＸでの配信をご希望の会員様は、ご連絡ください。毎号、ＦＡＸでお届けいたします。

