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令和 2年 H月 27日
19100〜 於 西新町スペー ス ラボ

歴史と出会えるまちづ くり船堀城西の会 第 207回 定例会

日代表挨拶

■活動経過報告
・城下町まちある吉 2020‑10‑25日
一般参加 66名 を得た。後 日、参加の方か ら御礼 とともに神戸 ・相築園 に残る船塵形 についての情報 を頂戴 した。
・忘年会について
コ回ナ感染再拡大の傾向があ り、市内での感染報告が相次いだ ことか ら本年度は中止 とした。

■船場御坊楽市 2020‑12‑06日
・11/21に船場御坊幼稚園園児にヨ回ナ感染 との報道 が出た。これ を受けて開催 の可否 について出店よ り2件 の問 い
合わせがあった。本谷 さんに寺としての行事開催 ス タンスについて確認 したところ、幼稚国は PCR検

査 の結果、

全員陰性 とのことで再開 してお り楽市の開催について現時点では問題な いとの回答 を得たので開催 の方向で考 え
る。 しか しなが ら、急激な構勢の変化には速やかに対応 したい。
・出店の 問い合わせが少な く、準備については当日朝で じゅうぶんと考える。
コ開催広報については、報道の ことや全市一斉清掃 のことも考えてどうするかを この場 で議論 して決めたい。

口船場御坊 除夜の鐘 2 0 2 0 ‑ 1 2 ‑ 3 1 木
コ前回決定 した通 リコロナ感染予防 のため援舞 いは行わな い。
・薪は昨年度 の残 り分 と教務所軒先にある伐採材 を使用す る。準備 に大手が必要 なのでよ るしくお願 い したい。
・整理券 は今回 も最初の数十名 に渡 し、題 いた人に何番 目に塵 いたかがわ か る紙 を別途産すよ うにす る。
, 整 理券配布開始時刻は 1 1 時 。集合時刻 は振舞 の準備 が な く火お こ しのみ となるので 1 0 : 4 5 頃でよいか ?
・開催広報 については、 この場で議論 して決めたい。

■大学院生 ( 社会人 白堺在住) か らのアンケー ト依頼の作
兵康県ヘ リテー ジマネー ジャー世話人の沢田氏 ( 県O B ) からの紹介で先日のウォー クも参加 された方か らの依頼。

日次回定例会は 12月 25日 金曜日開催予定です。ロ
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席封 柴回武志 福田まり子 中山業一郎 下出裕史 遠遵転子 原隆 伊藤大典 林叔子 塚本進介 隷川格
1出
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際 拶 1中 山副代表 (柴回代表 に)25日 実施 の事 業、まち歩 きが実績になるよ うに細心の注意でよろ しくお願 い します。
睦 行 1下 山事務局が行 う。

ち

10/25口 日)に つい

フは柴回、中山、下山、原、森川、塚本満、渡違。受付時は林、伊藤、
リ
藤原先生が同行できなくなつた。当日確定スタ
フは
塚本進、橋本は店にて温かい甘酒を用意する。広報ひめ じ、本国の神戸新聞朝刊に告知記事が掲載された。ス'ヮ
9:00に姫路駅に集合、マ
ス
ク
着用で密にならないように留意 して、展望デッキにて班分けをして案内する。マイクは使
わない。体温計と参加者名貯 (■摘欄付)は 中山副代表、消毒液、旗 と入会申込書は下山事務局が持参する。天気は
良いようでコロナ禍ではあるが、参加者想定は前回の会議同様の最大 50名 として、保険加入、資料を用意 した。
り道 マ ップの増刷 につい

店、工房は聞店や内容のチェリ
クがな く、姫路市に返 す期限がきたので前回のままに した。
ベ ン トコ ンペ につい

協力要樹があつた受託先グルー プが次点にな つたため、自紙 とする。当還は三菱 UF」グルー プ。

の判
￨そ
・西目街道 の城西地区東側、西側 に連合 自治会が説明板 を設置する ことになった。

'ン
・除夜の鐘 (12/31・
は行 うが張舞 いは取止める。
木)に ついて イヘ ト
・藤森家住宅の管理 について 中 山副代表が大谷文化財繰課長 と面駁 してきた。「
伊藤渉外か ら中山に連絡 を とるよ
うに依頼を受けていたが鑑す内容が な く、今に至 って しまった。必要な樹木剪定以外の管理ができていない。会か ら
の申し入れは有難 く今年度は遣筋をつ けるのが難 しいが、建築文化財について全 く止まっている状況、次年度は文化
庁出向中の福 田氏が戻る予定で何 とか前に進めたいとの こと。管理や掃除の協力を申 し入れた。」…を受けた。

■次 回定拐会は 12月 25日 金曜日開催予定です。■

