
お世話になった先生 新しい先生 
 Time has flown by so quickly! I 
have lived in Fukusaki Town for 
2 years, and it is already time for 
me to go home! During those 2 
years, I have felt such warmth 
from everyone at school and the 
Fukusaki community, and you have all done so 
much for me. Whether you have helped me with 
a question, taken time to chat, or taught me 
something new, your kindness and sincerity will 
be impossible to forget. To all my students: It 
has been a pleasure teaching you and watching 
you grow. I really appreciate your efforts to 
learn English. Thanks to all of you, I think I will 
bring back many of my experiences in Japan to 
share with people back in America. Thank you 
very much. 

Kathryn Murata 

 
　早いもので福崎町へ来てから、２年間が経ちま
した！残念ですが、もう帰る時間になりました。
この２年の間に、小中学校のみなさんも、町の方も、
温かい気持ちでみてくださっていることを感じて、
本当にお世話になっておりました。みなさんは私
の疑問に答えてくれたり、おしゃべりする時間を
とってくれたり、また色々な新しいことを教えて
くれたりしました。みなさんの誠実さ、親切さを
私は一生忘れられません。 
　生徒のみなさんへ：教えることもみなさんの成
長を見ることもとても楽しかったです。みなさん
が努力して英語を学ぼうとする姿勢に本当に感謝
しています。みなさんのおかげで、アメリカに帰
り日本での多くの経験を分かちあえると思ってい
ます。本当にありがとうございました。 

キャスリン・ムラタ 
（キャスリン先生本人による日本語訳） 

 Greetings! My name is Pavin 

Mathew and I’m from San 

Francisco. Just this year, I 

graduated from the University of 

California, Davis. My family is 

from India, but I was born and 

raised in the United States. Iwas always 

interested in Japanese culture, and started 

learning the language during university. Thanks 

to that, I was able to make many exchange 

student friends who I hope to meet again in 

Japan. In my free time, I like to practice guitar 

and play video games, but I also spend a lot of 

time these days studying kanji. I’m feeling both 

nervous and excited to move to Fukusaki, but 

please treat me well! 

 

Pavin Mathew 

 

　初めまして！パヴィン・マシューと申します。

カリフォルニアのサンフランシスコから来ました。

今年、カリフォルニア大学デイビス校を卒業しま

した。私の両親は二人ともインドからきましたが、

私は生まれも育ちもアメリカです。昔から日本に

興味があって、大学で言語の方も勉強し始めました。

そのおかげで、たくさんの留学生と仲良くなれた

ので、出来ればまた日本でも会いたいです。趣味

はギターを弾くこととゲームをすることです。漢

字も最近もの凄い時間をかけて練習しています。

不安もありますが、福崎町に引っ越すのを非常に

楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！ 

 

パヴィン・マシュー 

（パヴィン先生本人による日本語訳） 
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　「どうせ将来もらえない年金なら加入する必要はない」
というのは大きな間違いで、「もらえる」「もらえない」に
関係なく、日本に住んでいる限り誰もが加入しなくては
ならない、それが年金制度です。 
　退職したときに、「国民年金への切り替え手続きをしな
くてもバレないんじゃないの？」という人がいますが、
それは間違いです。勤めていた会社は退職日付で厚生年
金の資格喪失（脱退）手続きを行いますので、退職された

方は退職日の翌日から１４日以内に、国民年金への加入手
続きをする必要があります。資格喪失日のわかる書類を
持って、住所地の市区町村国民年金担当窓口で手続きを
行ってください。 
　年金は「老齢になったとき」「障がいになったとき」の
生活保障と、「死亡したとき」の遺族への保証の３つの給
付があります。 
　自分のためにも、家族のためにも、年金手続きはきち
んとしておきましょう。 

問い合わせ先　住民生活課（内線３７４）／姫路年金事務所 　０７９－２２４－６３８２ 

年金制度に属さない方法はありません 年金制度に属さない方法はありません 年金制度に属さない方法はありません 



地域に学ぶ地域に学ぶ

　今年度で２０回目を迎えた「トライやる・ウィーク」が、多
くの事業所や地域・保護者の方々の深いご理解と多大なご支
援・ご指導を賜り、無事実施できましたことに心より感謝申し
上げます。ありがとうございました。福崎西中学校、福崎東中
学校の２年生１９８名が６３事業所でお世話になりました。また、
生徒の受入れに登録いただいています事業所は、全部で７０事
業所あります。しかし、事前の希望調査等から生徒を派遣でき
ない事業所もありました。大変申し訳なく思っております。他
校区では、受入事業所の新規開拓に苦心している所もあると聞
きますが、本町では地域の皆様方が学校をしっかり支えていた
だいているおかげをもちまして、生徒たちの選択肢が増え大変
感謝しております。ありがとうございます。誠に勝手なお願い
でございますが、これからも引き続きのご協力をお願いいたし
ます。 
　今年度は、２０回目という節目の年に当たりますので、「ト
ライやる・ウィーク」が始まった背景を、お話しさせていただ
きます。 
　平成７年１月の阪神・淡路大震災は甚大な被害をもたらす一
方、自他の生命や人権を尊重する心、ボランティア精神、共に
生きる心の涵養など、多くの貴重な教訓をもたらしました。こ
れらの教訓を生かすべく「生きる力」を育む教育の充実を図る
ため、県下で様々な取組が進められてきました。しかし、その

矢先、平成９年には神戸市須磨区で大変痛ましい事件が発生
し、人間としての在り方・生き方を改めて考えさせられること
となりました。このことから、活動や体験を通して、子供たち
一人一人が自分なりの生き方を見つけられるよう支援していく
教育に重点を置き、その取組の一つとして中学生の長期体験学
習が導入されたのです。 
　この「トライやる・ウィーク」で、「親の頑張りに感謝しな
ければいけないこと」「地元の人たちに支えられていること」
「お金儲けだけでなくて社会にも貢献できていること」「一生懸
命することで人に喜んでもらえたこと」など、感謝の気持ちや
自己有用感・達成感を感得してきた生徒。一方で「言葉遣い一
つにも気を付けなければいけないこと」「チームの一員として
責任があること」「自分の思い通りにならないことがたくさん
あること」などの社会の厳しさも学んだ生徒。生徒一人一人受
け止め方は様々でしたが、これら貴重な経験を生かし、これか
らの中学校生活やその後の人生を実り多いものとするため、確
実に歩みを進めてくれることでしょう。 
　最後になりましたが、生徒たちを直接ご指導くださいました
指導ボランティアの皆様、行き帰りの生徒たちを見守っていた
だきました地域の皆様、生徒たちに温かい声をかけてください
ました関係の皆様方に深く感謝申し上げます。 

２０回目の「トライやる・ウィーク」 
福崎西中学校長　大　尚樹 
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■今日は救急車に乗りました。救急車の中は案外狭く
て、救命道具がたくさんありました。次にビデオを
見ました。消防士は火を消す以外にもいろいろする
ことがあるんだなと思いました。（福崎東中） 

■心が大きく成長した５日間でした。社会人になった
ら、自分から仕事を見つけ先のことを考えて行動し
なければなりません。それができるようになるため
には、責任感を強くもつことが大事だと思います。
自分のした失敗は責任をもって対処しなければなり
ません。こういったことが、仕事をする、社会に出
る、ということだと思います。福祉の仕事は、人を
助け、人の役に立つことだと思います。５日間あり
がとうございました。（福崎東中） 

■今日は大半が洗車でした。８台もの車を１日に洗車
したのは初めてです。ですが、将来はもっと多くの
車を１日に洗車するかもしれません。そんな時に
「トライやる」のことを思い出せたらいいなと思っ
ています。僕の将来の夢は整備士です。 
　（福崎東中） 
 
■今日、お別れ会でした。紙芝居をしてダンスを踊っ
てとても喜んでくれました。みんなでダンスを踊る
のは難しかったけど一生懸命踊ってくれました。み
んなから手紙をもらってとてもうれしかったです。
ずっとやりたかったどろんこ遊びもできてよかった
です。みんなとお別れするのはとてもさびしいで
す。５日間ありがとうございました。（福崎東中） 

■５日間でいろいろな種類の仕事を体験しましたが、
もちむぎのやかたのレストランで仕事をしたこと
が、一番心に残っています。この仕事は、笑顔が大
切で、何ごともてきぱきしないと次に追いつかなく
て、とても忙しかったです。初めてレストランの裏
側を見て、お昼時には休んでいる暇もないぐらいに
忙しく、お客さんの波もあって、飲食店はやはり大
変だなと思いました。そんな中でも笑顔で注文を聞
かれたり、接客されていてすごいなと思いました。
緊張することばかりだったけれど、人から言われる
「ありがとう」はどんなことよりうれしいことだと
気がつきました。お世話になった事業所のみなさ
ん、ありがとうございました。（福崎東中） 

■今日は、お散歩やお誕生会がありました。こんなに
いろいろな体験ができるとは思っていなかったの
で、すごくうれしかったです。明日で最終日という
のはさびしいです。やっと幼児園のことがわかって
きたのに・・・。１週間早かったです。貴重な体験
をありがとうございました。（福崎東中） 
 
■レジに長い列ができていました。僕は少しあせりな
がらしていると、お店の方が「あせったらミスがで
るからゆっくりでいいよ。」と言われました。でき
るだけ丁寧に仕事をしました。お客様が「頑張って
いるね」と言ってくださったときはとても嬉しかっ
たです。（福崎東中） 
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■働くことは、たいへんなんだなと思いました。仕事
をすることは、適当に済ませず、しっかりすること
が大切だなと思いました。お客様が楽しく買い物が
できて、また来たいと思ってもらえるお店づくりを
従業員の方全員がしているんだなと感じました。店
長さんは、「お金儲けをしているのだから、つらい
こともある」とおっしゃっていました。この体験を
通じて、この言葉の意味が分かりました。トライや
る・ウィークをするために多くの人々が動いてくだ
さっていることに感謝しないといけないと思いまし
た。（福崎西中） 

■仕事のしんどさがすこしばかり分かりました。初め
は、道具の使い方もわからなかったけど、いろいろ
と教えてもらいできるようになりました。こつこつ
と解体や組み立てをすることで、スクーターの完成
に至りました。うれしかったです。少しは成長でき
たと思います。（福崎西中） 

■トライやる・ウィークの中で仕事をする事の大切さ
と大変さが良く分かりました。特に僕が体験した農
業では、力仕事が多かったので大変さが良く分かり
ました。稲の運搬が特にしんどかったです。西治営
農組合は年配の方が多い中、暑い中でも力仕事をよ
くがんばっておられるなと思いました。田植えのシ
ーズンで忙しいこの時期に僕たちを招いていただい
て、とてもやさしい方だなと思いました。 
　（福崎西中） 

■牧場の方はあんなに大変な仕事を毎日欠かさずして
おられるのだなと思いました。特に牛と接するのは
最初のほうは大変だったけど、どんどん慣れてきた
のが一番うれしかったです。溝掃除などの細かい作
業も大切な事なんだなと思いました。しっかり作業
しないと、多くの人や牛に迷惑がかかってしまいま
した。これからはしっかりそういうことを意識して
行動をしていきたいと思います。（福崎西中） 

■楽しい事もつらい事もあったけど、５日間を通して
働く事の大切さ、厳しさ楽しさを感じる事ができま
した。厳しい事のほうが多かったかもしれないけ
ど、とても充実した５日でした。私が一番心に残っ
ている事は、最終日にしたシャンプーです。シャン
プーにもやり方の手順があることにびっくりしまし
た。この５日間でいっぱい学ぶ事がありました。そ
の学んだ事を日常でも使おうと思いました。事業所
の方々ありがとうございました。（福崎西中） 

 
■なんだかトライやる・ウィークが終わるのがはやい
なーと思いました。私は最終日に５日間の思い出を
絵に描きました。お別れ会の時にその絵を見ていた
だきました。もちもちの木の入所者の皆さんから、
たくさんの拍手をいただきました。最後は、おばあ
さん、おじいさんたちがニコニコしながら私たちを
見送ってくださいました。とても心に残るトライや
る・ウィークでした。（福崎西中） 



【事業所の感想】 
■毎年、利用者さんも生徒さんが来ると元気をもらっ
ているように思います。また、学校とのつながりが
持て、うれしく思います。生徒が来てくれて活気が
出ます。 
■卒園児が成長し、トライやる生となった姿を見るこ
とができ、懐かしさと喜びを感じました。また、大
切な中学生を５日間預かることで、中学生個々の体
調面の配慮の必要性を感じました。 
■エンジニアの減少や専業者の廃業が進むと見込まれ
ている中で、自動車に興味を持つ子どもたちに少し
でもご協力できればいいと考えています。 
■学校とは違った環境で、社会人と話したり触れあう
ことで学ぶことは非常に多く、とてもよい体験だと
思います。 
■おもしろく楽しく働く経験もよいですが、本当に働
くこととは、という厳しさを教える面で弱くなって
いるという社員もいます。（本来の趣旨とずれてき
ている） 
■保護者の方も｢迷惑をかけるんじゃないで」｢頑張り
よ｣といつもと違う気持ちでお子様と接していらっ
しゃるのかなと思います。 
■生徒にとってたくさんのことを学ぶよい機会だと思
います。一生懸命取り組んでいる姿に好感が持てま
した。利用者や地域の方も活動中たくさん声をかけ

てくださるなど、温かい目で見守ってくださってい
るのを感じます。 
■生徒にとっても、利用される親子にとっても、とて
も有意義な活動だと思います。初日、緊張してなか
なか自分から行動することができない生徒たちが、
日を重ねるごとに来所者とうまくコミュニケーショ
ンがとれるようになってきます。生徒の表情から、
自信や喜びを感じ取ることができ、学校ではできな
い貴重な経験をしているのだな、と毎年思います。 
■生徒さんの素直な感想や、保護者の方との話し合い
の内容に感激しました。「あじさい」の折り方も一
生懸命利用者さんに説明していましたね。仕事をし
ながら「働く」ということの大切さやお年寄りとの
会話からいろいろなことを感じてくれていると思い
ます。 
■お楽しみ会、とても緊張していましたが、よく頑張
ったと思います。練習や準備も一生懸命していまし
たね。お楽しみ会に来られた方がみんな「よかった
よ！」と言われていました。いい経験をしました
ね。 
■皆さん意欲的に礼儀正しく接することができてお
り、この経験を中学校の生活に活かしていただけた
らと思います。私たちも仕事に対する姿勢を見直す
よい機会になったと思います。ありがとうございま
した。 

【保護者の感想】 
■５日間の体験を終えた娘が「働くってことは大変だ
ね。中学生の方がいいわ」と話してくれました。き
っとプロの仕事とはどういうことなのか、生きると
いうことはどういうことなのか肌で感じたのではな
いかと思います。父親の仕事にも興味を持ち、尊敬
した様子です。素晴らしい体験をありがとうござい
ました。（福崎西中） 
■初日は、緊張して園児たちに上手に接することがで
きず、落ち込む様子も見られました。慣れてくるに
つれ、園児一人ひとりの特徴や長所を見つけ、接し
方を変えていたのを聞いて、自分で考えて工夫して
いるのを感じました。（福崎西中） 
■製品を作るにあたっては、できあがりを考えつつ時
間も気にするという、同時に２つのことを大切に行
動することを学んだようです。毎日楽しそうに通っ
ていました。はっきり気づいていなくても、緊張し
ながらも、礼儀を尽くす大切さを体験できたと思い
ます。貴重な体験をさせて頂き、ありがとうござい
ました。（福崎西中） 
■５日間の仕事を通して、楽しいことばかりでなく大
変な仕事もあるのだということを経験させて頂けた
と思います。商品を運ぶ仕事だけでなく、事務の仕
事やラベル貼り、自動販売機の仕組みまで見せて頂
き、とても貴重な体験をさせて頂きました。子ども
から話を聞いていて楽しかったです。この体験をこ

れからの部活や勉強にも活かして頑張ってほしいで
す。事業所でお世話になったたくさんの方々に感謝
いたします。ありがとうございました。（福崎西中） 

■忙しい中、お世話になりありがとうございます。毎
日、新しい体験をさせていただきとても楽しく活動
できていると思います。現代社会において自動車の
安全運転は非常に重要だと思っております。その第
一歩である自動車学校での体験はかけがえのないも
のになると思います。（福崎東中） 

■５日間よく頑張りました。家で話したように、最終
日には施設の方々にお礼の挨拶がきちんとできたよ
うで、やればできる姿を見た気がします。この体験
をこれからの学校生活に役立ててほしいと思いま
す。事業所の方々、本当にお世話になり、ありがと
うございました。（福崎東中） 
■事業所の方々が親切に指導してくださったので、落
ち着いて作業をすることができたようです。仕事を
させていただいて、大変さを知ったり、責任を持っ
たりする機会になり良い経験をさせていただきまし
た。福祉にも関心を持つようになり、将来の選択肢
が広がったように思います。（福崎東中） 
■仕事をするだけでなく、仕事をする中に人と人との
関わりがあることを学んでいるようでした。失敗し 
ても励まされ立ち直り、また頑張るといったように。 
自分の言動が大切であることや仕事にきっちりと取
り組むことの大切さを実感しましたね。（福崎東中） 
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平成29年度福崎町「トライやる・ウィーク」登録事業所 

○農業関係 
ＪＡ兵庫西神飾営農生活センタ－ 
牛尾牧場 
農事組合法人西治営農組合 
 
○販売関係 
㈱ライフコーポレーション　福崎店 
イセダ屋　福崎店 
㈱銀ビルストアー　ボンマルシェ 

福崎店 
ホームセンターアグロ　福崎店 
ファミリーマート　福崎南インター店 
ラ・ムー　福崎店 
㈱マルフク 
セブンイレブン　福崎東田原店 
ナンバ　ホームセンター　福崎店 
 
○製品製造関係 
㈱白鷺ニット工業 
㈱マンダム福崎工場 
福伸電機㈱ 
ウシオ精工㈱ 
 
○食品製造関係 
㈱もちむぎ食品センター 
新日本製麺㈱ 
 
○理美容 
フクダ美容室 
ワールド美容室福崎店 
Calm hair（カームヘアー） 
アレキサンドルdeアバン 
spaim（スパイム） 
 

○写真・印刷・ＣＰ関係 
カワモトカメラ 
中井綜合印刷㈱ 
 
○自動車関係 
兵庫トヨタ自動車㈱　福崎店 
ネッツトヨタウエスト兵庫㈱　福崎店 
ネッツトヨタ兵庫㈱　福崎店 
神戸トヨペット㈱　福崎店 
Honda Cars 山崎　福崎店 
㈱神戸マツダ　福崎店 
小川モータース㈱ 
㈲福崎石油 
 
○子育て支援施設関係 
西部子育て学習センター 
東部子育て学習センター 
福崎子育て支援センター 
田原幼児園 
八千種幼児園 
福崎幼児園 
高岡幼児園 
姫学こども園 
サルビアこども園 
 
○警察・消防関係 
姫路市中播消防署 
兵庫県福崎警察署 
 
○郵便関係 
福崎郵便局 
八千種郵便局 
 
 

○文化活動関係 
歴史民俗資料館 
柳田國男・松岡家記念館 
福崎町生活科学センター 
福崎町文化センター 
福崎町立図書館 
 
○医療・福祉関係 
第１老人デイサービスセンター 
　　　　　　　　　なぐさの郷 
第２老人デイサービスセンター 
　　　　　　　　すみよしの郷 
社会福祉法人 
　　　　福崎町社会福祉協議会 
福崎町養護老人ホーム　福寿園 
特別養護老人ホームサルビア荘 
社会福祉法人 
　　高岡の里福祉会　もちの木園 
CHIAKI  ほおずき福崎 
医療法人　太陽会　平野病院 
医療法人　内海慈仁会　姫路北病院 
デイサービス　ひまわりの広場 
㈲アキタケメディカルふるさとの家 
ハッピーデイサービス 
㈲愛の里 
峰の会作業所 
たかはしサポートセンター 
花さきデイサービス・もちもちの木 
 
○その他 
福崎インター自動車学校 
文珠荘 
神戸医療福祉大学 
福崎東洋ゴルフ倶楽部 

　さまざまな体験活動を通して、学校では学べない勉強をしようと、兵庫
県下の中学生を対象に実施されている「トライやる・ウィーク」。 
　福崎町の中学２年生１９８人を受け入れていただける事業所・商店・施設等
を募ってきました。その結果、地域の子どもたちを地域のみんなで育てる
という、この事業の趣旨をご理解いただき、上記の活動場所を登録してい
ただきました。 
　ご協力いただき、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

　福崎町「トライやる・ウィーク」推進協議会 

＜新規登録のお願い＞ 
　平成３０年度も６月に「トライやる・ウィーク」を予定しています。新たにご協力いただける事業所・
商店・施設様がございましたら、ご登録くださいますようお願いします。 

連絡先：福崎東中学校・福崎西中学校・福崎町教育委員会 


