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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12 月定例記者懇談会） 

発表項目 

東京新虎通り・虎ノ門ヒルズエリアに宍粟市のスタンドを出展 

店舗名「しそうしゃぶしゃぶの店 田
た

から」 

概 要 

 

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックのシンボルストリートにもな

る「新虎通り」で、さまざまな自治体が特産品やイベントを通して、地域の

魅力を伝える『旅するマーケット』が開催されています。今回のタームでは、

関西エリア初となる宍粟市が出展をします。 

宍粟市には、肥沃な大地や森林が広がり、一級河川でもある揖保川や名水

百選にも選ばれている千種川をはじめ、清らかな水が至る所で湧き出ていま

す。その恵まれた自然の中で育まれた牛肉やジビエ、野菜、発酵食品や発祥

の地ともいわれる日本酒など、さまざまな新鮮で美味な食が揃っています。 

「しそうしゃぶしゃぶの店 田
た

から」では、宍粟市の宝である食材を贅沢に

使い、「田」から歴史を刻んできた宍粟市の食文化を「旅するマーケット」

として紐解きながらご紹介していきます。スタンド内は、2010 年より宍粟

市に窯を構える田尻学氏が作陶した作品や、独特の質感と温もりが感じられ

る「宍粟杉」を用いた食器や酒器でメニューを提供いたします。 

 

〇開催期間：平成 31年１月８日（火）～３月 29日（金） 

 

〇住所：東京都港区西新橋 2-16-6先 新虎通り・虎ノ門ヒルズエリア 

 

〇営業時間：11:30 -15:00、17:30 - 22:00 L.O.（11:30 - 19:00 L.O／土日祝) 

 

○定休日：日曜日（月曜日が祝日の場合／日曜日営業、月曜日休業） 

 

○電話：080-7968-8490 

 

参 考 
2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長

連合会 プレス発表資料 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 まち・にぎわい課 担当 西川 

℡ 0790-63-3127 

(079-287-3123)    
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Press  Release　　　　 
2018.12 

2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 

2020年東京オリンピック・パラリンピックのシンボルストリートにもなる「新虎通り」で、さまざまな自治体

が特産品やイベントを通して、地域の魅力を伝えている『旅するマーケット』。1月8日（火）からは、2019年

冬の章がスタートいたします。今回は、関西エリア初となる兵庫県宍粟市が出展。県下第2位の広大な面積

を有し、約9割を森林が占めるほど美しい自然資源や風景が数多く残る宍粟市。「美しい水とたくましい

土から生まれた食文化」をテーマに、豊かな自然を通して生まれるさまざまな魅力を『旅するマーケット』

から発信していきます。 

＜旅するマーケット　2019年冬の章　開催概要＞ 
名称： 旅するマーケット 
期間： 2019年1月8日（火）- 3月29日（金） 
主催： 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 
共催： 経済産業省 
企画運営： 旅するマーケット事務局（森ビル株式会社、株式会社バルニバービ、株式会社BAGN、株式会社TAM、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社第一プログレス、株式会社アグリゲート、株式会社HOW） 
アドバイザー： 谷川 じゅんじ（JTQ株式会社）、横川 正紀 （株式会社ウェルカム）　 
協力： 一般社団法人新虎通りエリアマネジメント、テックショップジャパン株式会社 
公式サイト： https://www.tabisuru-market.jp 
地図： 
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2019年1月8日(火)『旅するマーケット 2019年冬の章』スタート！ 
兵庫県宍粟市が関西エリアとして初出展 

し そ う し

＊
＊詳細は、6Pをご参照ください。 

＊

＊詳細は、6Pをご参照ください。 
＊

棚田風景

最上山公園　もみじ山

日本酒発祥の地　庭田神社  

画像：(公財)しそう森林王国観光協会
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旅するマーケット　2019年 冬の章の展開 

旅するスタンド 

＜テーマ＞　美しい水とたくましい土から生まれた食文化 

日本各地で採れる新鮮な食材や特産品を通して、各地の魅力を伝える「旅するスタンド」。「2019年冬の章」では、地域
ブランディングのスペシャリストであるバルニバービが厳選した、兵庫県宍粟市の豊かな大自然の中で育まれた食材を多彩
なアレンジで提供する「しそうしゃぶしゃぶの店　田から」を展開いたします。 

た

宍粟市には、肥沃な大地や森林が広がり、一級河川でもある揖保川や名水百選にも選ばれている千種川をはじめ、清らかな
水が至る所で湧き出ています。その恵まれた自然の中で育まれた牛肉やジビエ、野菜、発酵食品や発祥の地ともいわれる
日本酒など、さまざまな新鮮で美味な食が揃っています。 

「しそうしゃぶしゃぶの店　田から」では、宍粟市の宝である食材を贅沢に使い、「田」から歴史を刻んできた宍粟市の
食文化を「旅するマーケット」として紐解きながらご紹介していきます。スタンド内は、2010年より宍粟市に窯を構える

田尻学氏が作陶した作品や、独特の質感と温もりが感じられる「宍粟杉」を用いた食器や酒器でメニューを提供いた
します。 

 

＜店舗名：しそうしゃぶしゃぶの店　田から＞ 

営業時間：11:30 -15:00、17:30 - 22:00 L.O. 

　　　　　（11:30 - 19:00 L.O／土日祝)   

定休日：日曜日（月曜日が祝日の場合／日曜日営業、月曜日休業） 

住所：東京都港区西新橋2-16-6 先 

電話：080-7968-8490 
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「た、から」　食文化は全て「田」から 

「だから」　　全ての味や食材にはこだわりと理由があるから 

「たから」　　宍粟市の宝（たから） 
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＜展開メニュー＞　＊価格は全て税抜表記 

ランチメニュー 

宍粟牛サーロインステーキ＆ハンバーグランチセット　1,556円 

セットメニュー内容 

・宍粟牛サーロインステーキ 
・宍粟牛ハンバーグ 
・酒粕汁 

・宍粟市田中農園のトマト 
・宍粟産米ぬかのぬか漬け 
・宍粟市繁盛地区の白米と古代米のブレンドご飯　 

は ん せ

・フライドポテト 

但馬牛の血統を受け継いだ純正の黒毛和牛で、宍粟市の大自然の中ですくすくと育ち、美味しさ・香り・色・艶の絶妙な
たじ まうし

バランスと口溶けが良く高品質の霜降りを持つ「宍粟牛」。宍粟市内にある柴原精肉店より取り寄せた、自社契約牧場で
改良肥育された宍粟牛のサーロインステーキとハンバーグの２種類を楽しめるランチメニューを用意いたしました。宍粟市

山崎町でトマトときゅうりを専門に真摯に栽培と向き合っている田中農園のトマトを添えて提供いたします。 

ディナーメニュー 

しそうしゃぶしゃぶ　2,700円 （1名様）　　＊２名様より承ります。 

宍粟市内で丹念に育てられた、野菜、宍粟牛を味わうことのできる
「しそうしゃぶしゃぶ」。スープは、日本酒発祥の地とも言われる
宍粟市の米麹をベースにしています。ランチメニューとしても展開
する柴原精肉店より取り寄せた宍粟牛、採れたての新鮮な野菜

や田中農園のトマトなど宍粟市の食の宝を楽しめるしゃぶしゃぶ
です。 
お鍋の最後には、宍粟市にも流れる揖保川に沿って生産される手延

素麺「揖保乃糸」もしくは雑炊を、宍粟市の特産食材の旨味が 
詰まった出汁とともにお楽しみください。 

 

でぃあーずさんの鹿肉のたたき風　700円 

捕獲・ 製造・販売まで手掛ける宍粟市の「でぃあーず」の絶品
の鹿肉。豊かな自然の中で育ち、丁寧に加工した鹿肉は、クセも
少なく、高タンパク・ 低脂肪で鉄分豊富なジビエとして人気です。
雄大な自然の中で育った新鮮で旨味の詰まった鹿肉をご堪能くだ

さい。  
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日本酒メニュー 

現存する風土記の中で、日本酒についての最古の記述があることで知られる「播磨国風土記」。その中で宍粟市一宮町に
ある庭田神社で初めて造られた日本酒の起源とも言われる「庭酒」を、神様に献上したという記述があることから、宍粟市

は日本酒発祥の地と言われています。その造酒の舞台となった庭田神社から取得した酵母と麹菌を用い、宍粟市の日本酒造
りは今も受け継がれています。 
今回、「しそうしゃぶしゃぶの店　田から」では、市内にある「老松酒造」と「山陽盃酒造」の2つの酒蔵から届く日本酒
を取り扱いいたします。関東では出回ることの少ない日本酒発祥の地ならではの名酒を、ぜひこの機会にお楽しみください。

＜老松酒造＞ 

明和5年（1768年）の創業より、250年の歴史を誇る老松酒造。山に囲まれた盆地で、酒造りに適した豊かに実る酒米と
丸みのあるおいしい伏流水を使い、丹波杜氏が寒造りの低温長期発酵で仕込む、昔ながらの手造りの美酒を醸し続けて 
います。東京では、「しそうしゃぶしゃぶの店　田から」のみでお召し上がりいただけます。 

寿恵広 （普通酒）  90ml  330円  
  一合    620円 
寿恵広  （辛口本醸造） 90ml  370円 

  一合  710円 
寿恵広  （純米吟醸酒） 90ml  480円 
  一合  930円 

沙月 （純米生原酒 ） 90ml  440円 
  一合  840円 
古酒 善次郎  90ml  810円 

  一合 1,450円 
梅酒   650円 
ゆず酒   650円 

  

＜山陽盃酒造＞ 

天保８年（1837年）の創業より、高瀬舟が米や材木を運んでいたと言われる揖保川のほとり、旧城下町である宍粟市山崎町
で170年以上続く酒蔵「山陽盃酒造」。「播州地域の良質の米・水・環境を使い地酒本来の持つ良さを大切に醸したお酒
をどうぞ」という意味を込めて命名された「播州一献」は、江戸時代から続く仕込み蔵で今尚大切に造られています。 

ばんしゅういっこん

 
播州一献 龍神一献  90ml  370円 

  一合  720円 
播州一献 本醸造  90ml  430円 
  一合  820円 
播州一献 純米 長水  90ml  500円 

  一合  960円 
播州一献 純米吟醸 千年の藤  90ml  600円 
  一合 1,160円 

播州一献 純米吟醸 楓のしずく  90ml  600円 
  一合 1,160円 
播州一献 大吟醸  90ml  790円 

  一合 1,540円 
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参考資料 

兵庫県宍粟市とは 

兵庫県中西部の宍粟郡の山崎町、一宮町、波賀町、千種町が
やまさきちょういちのみやちょう は が ちょう ちくさちょう

2005年4月に合併して誕生した宍粟市。神戸まで約100キロ

メートル、大阪まで約140キロメートルというアクセスの良い場所

にありながら、兵庫県土の7.8％を占め、県内第2位の面積

を誇ります。市内は森林面積が約9割を有する山林地帯が広

がり、1000m級の高さを連ねる「宍粟50名山」を指定する

など「しそう森林王国」を謳った深森は、心と身体を癒す効果

が科学的に認められた森林セラピー基地として認定されて

います。また、県下を代表する清流である一級河川の揖保川

や日本の名水百選の千種川をはじめ、福知渓谷、赤西渓谷、

音水渓谷などの景勝地、日本の滝百選の原不動滝、兵庫県の
おんずい

指定文化財に指定されているかおり風景百選の千年藤など、

豊かで自然や風景が四季折々の風情を織りなしています。 

『旅するマーケット』 とは 

『旅するマーケット』は、日本各地の旬の食材を使ったグルメや特産品の販売、地域に根付くさまざまな体験ができる

ワークショップを通じ、日本全国の魅力を堪能できる新しいスタイルのマーケットです。建築家の長坂 常    が設計した 

東京都道で初めて道路上に設置された食事施設   「旅するスタンド」をはじめとして展開する「食べる場」、地域特産

の食材を使った料理教室や地域に根付くものづくりを実際に体験ができる「創る場」、そして地域の新鮮な食材や加工

品を購入することのできる「市場」の３つの体験する場を設け、日本各地の魅力を多様な視点からキュレーションする

ことで、新たな価値を提案していきます。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、訪日外国人の増加も見据え、

官・民・地域が一体となり、日本全国の優れた魅力を発信。『旅するマーケット』は、2020年に向けてさまざまな

テーマのもと、日本全国の「ヒト」「モノ」「コト」を結び、全国各地の地方創生にも貢献していきます。 
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＊1：詳細は、P6をご参照ください。 
＊2：本施設は、都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域内において、地元のエリアマネジメント団体（一般社団法人新虎通りエリアマネジメント）が、 
          道路法第32条による占用許可を受けて設置しています。2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合は、本施設を 

         「旅するスタンド」として運営します。 

＊1

＊2

「旅するマーケット」は、日本文化の魅力を
発信するとともに2020年以降を見据えた 
レガシー創出のための文化プログラム

「beyond2020プログラム」に認証されて
います。

「旅するマーケット」事務局は、サービス
の品質を見える化するための規格認証
制度「おもてなし規格認証」の「紅認
証」 を取得しています。 

月末金曜は、少し早めに仕事を終えて、
ちょっと豊かな週末を過ごしてみませんか？
「旅するマーケット」事務局は、プレミ
アムフライデーを応援しています。 

画像：(公財)しそう森林王国観光協会

高野峠の夜明けの雲海 元鍋ヶ森神社  蛍の灯 赤西渓谷  森林セラピー

7



『旅するマーケット』の関係者プロフィール　 

2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を、スポーツの祭典に留まるものではなく、これを契機に各地域が
特色を活かしたさまざまな取組みを行うことで、地域の活性化と魅力の発信につながると捉え、広域的な連携を図る

ことを目的に2015年6月に設立。意欲ある573市町村（2018年12月10日時点）が参加。世界に向けて日本と地域の

魅力及び総合力を発信し、地域の活性化をより確実なものとしていく。 

谷川 じゅんじ 
たにがわ

2002年、空間クリエイティブカンパニー・JTQを設立。“空間をメディアにしたメッセージの

伝達”をテーマに、さまざまなイベント、エキシビション、インスタレーション、商空間開発

を手掛ける。独自の空間開発メソッド「スペースコンポーズ」を提唱、環境と状況の組み合わせ

によるエクスペリエンスデザインは多方面から注目を集めている。主な仕事に、パリルーブル

宮装飾美術館 Kansei展、平城遷都1300年祭記念薬師寺ひかり絵巻、MEDIA AMBITION 

TOKYO、東京ミッドタウン日比谷 LEXUS meets...“HIBIYA” 等。現在、JTQ Inc. CEO、

CCCクリエイティブ（株）CEO、一般社団法人Media Ambition Tokyo代表理事などを務める。 

 

横川 正紀 
よこかわ ま さ き

2000年に株式会社ジョージズファニチュア（現・株式会社ウェルカム）を設立。CIBONEや

GEORGE’ Sなど複数のライフスタイルブランドを展開。同時に併設するカフェをきっかけに
食との関わりを深め、2003年にニューヨーク発DEAN & DELUCAの日本での展開をスタート。

2007年以降は六本木の国立新美術館のミュージアムショップ「スーベニアフロムトーキョー」

をはじめ、公共施設やコンセプトストアのディレクション業務、内装設計、コンサルタント業務

なども積極的に行う。その後も、2012年に食とくらしをテーマにした｢TODAY’S SPECIAL｣を

オープンするなど、衣食住の垣根を越えた新たな試みを重ねて「味わいあるくらし」を提案

している。2016年に株式会社ウェルカムと株式会社ディーンアンドデルーカジャパンは、

「株式会社ウェルカム」として合併した。 

 

長坂 常  
ながさか じょう

スキーマ建築計画代表。1998年東京藝術大学卒業直後にスタジオを立ち上げシェアオフィス

「HAPPA」を経て、現在は青山に単独でオフィスを構える。仕事の範囲は家具から建築まで 

幅広く及び、どのサイズにおいても1/1を意識した設計を行う。国内外でジャンルも問わず 

活動の場を広げる。日常にあるもの、既存の環境の中から新しい視点や価値観を見出し、 

デザインを通じてそれを人々と共有したいと考えている。 

 

取材に関するお問合せ 
旅するマーケット PR  OFFICE   
HOW INC. 　 TEL.03-5414-6405 /  FAX.03-5414-6406 / E-MAIL. pressrelease@how-pr.co.jp 
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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（１２月定例記者懇談会） 

発表項目 平成 31年 宍粟市成人式 

概 要 

 

「平成 31年宍粟市成人式」では、実行委員会企画の「アトラクション」は、『新

成人○×クイズ』・『お楽しみ抽選会』を行います。 

   

【日 時】 

 平成３１年１月１３日（日） 

受 付 午前９時３０分～ 

   開 式 午前１０時３０分～ 

   ※午前１０時から実行委員が撮影した「恩師ビデオレター」を上映します。    

 

【内 容】 

式  典    午前１０時３０分～ 

  アトラクション 午前１１時１５分～ 

  閉  会    午後 ０時００分 

 

【場 所】 

山崎文化会館 

 

【対 象】 

  平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれ（市内新成人３８５人） 

 

【社会貢献活動】  「新成人チャリティー募金」 

 内容：大人への一歩をふみだす成人式をきっかけに、地域のためにできることは 

ないかと実行委員会で考えたのが、今夏の豪雨により大きな被害を受けた

ふるさと宍粟市の復興を願って行う「宍粟市豪雨災害復興募金」です。集

まった募金は、義援金として宍粟市に寄付します。  

 

参 考 
 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 社会教育文化財課 担当 宮辻 ℡ 0790-63-3117 
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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12 月定例記者懇談会） 

発表項目 平成 30年 7月豪雨災害宍粟市災害義援金の配布（第二回目） 

概 要 

 

標記災害に伴う宍粟市災害義援金を募ったところ、11 月末現在で、

21,397,170円の義援金をいただきました。 

この度、第一回目配布済み額を差し引いた 927万円を、年内に被災者へお

届けします。 

併せて、兵庫県災害義援金も一緒にお届けします。 

 

(1) 11月末現在 義援金受付総額 

   宍粟市義援金（323件） 21,397,170円  

   兵庫県義援金（第一回）  2,930,000円  

      計        24,327,170円 

 

(2) 宍粟市災害義援金配布済額  9,260,000円 （8月に配布済み） 

 

(3) この度の配布金額 

   宍粟市義援金（127件）  9,270,000円 

   兵庫県義援金（第一回）  2,930,000円  

      計        12,200,000円 

 

(4)  配布方法  市職員による訪問 

 

 

 

また、宍粟市義援金は平成 31年 3月 29日まで受付しています。残額と合わ

せて、平成 31年 4月頃に配布予定としています。 

参 考  

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属  会計課 担当  福山 ℡ 63-3102 
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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12 月定例記者懇談会） 

発表項目 
年明けからスポーツイベント盛りだくさん！ 

宍粟市体育協会行事予定 

概 要 

 

○宍粟市体育協会 PEP TALK! 講習会 

日時：平成３１年１月１７日（木）19:00～ 

場所：宍粟防災センター ５階ホール 

定員：100人（入場無料） 

内容：元気・活気・勇気を与えるトーク術、潜在能力を引き出す魔法の言葉の講習会 

講師：ﾄﾚｰﾅｰｽﾞｽｸｴｱ㈱ 代表取締役社長 岩﨑由純さん 

 

○宍粟市体育協会ソフトボール教室 

日時：平成３１年１月２０日（日）12:00～16:00 

場所：山崎スポーツセンターグラウンド（雨天時：学遊館アイビードーム） 

定員：100人 

対象者：市内小・中・高校生 一般見学可（入場無料） 

内容：デンソーブライトペガサスチーム指導によるソフトボール教室 

 

○第１回宍粟市民スキー大会 

日時：平成３１年１月２６日（土）10:00～ 

場所：ばんしゅう戸倉スノーパークみはらしゲレンデ 

定員：50人（申込先着順） 申込締切：１月１０日 

参加資格：市在住の小学生以上 

参加料：小・中学生 1,000円、一般・高校生 2,000円 

 

○第 14回宍粟市駅伝大会 

日時：平成３１年２月１０日（日）開会式 10：00 

場所：山崎スポーツセンター 

参加資格：小学４年生以上 

チーム数：150チーム（申込先着順） 

参加料：小・中・高校生ﾁｰﾑ 2,500円/ﾁｰﾑ、一般男子・女子ﾁｰﾑ 3,500円/ﾁｰﾑ 

参 考  

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 市民協働課 担当 前田 ℡ 0790-63-3210 
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平成 30年（2018年）12月 17日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12 月定例記者懇談会） 

発表項目 平成３０年度障害者雇用促進セミナーの開催について 

概 要 

 

 障がいのある人が企業や事業所で働くことへの理解を深め、ともに安心して働け

る職場を増やすことを目的にセミナーを開催します。 

 企業、事業所、障害福祉に関係する方々の参加を募集します。 

 

 

 日 時  平成３１年２月１日（金）  午後２時～午後３時５０分 

 会 場  宍粟防災センター ５階 ホール 

      （宍粟市山崎町鹿沢番地） 

 定 員  １００名 

 講 演  「障がいのある方の雇い入れをすすめるために」 

      講師 ハローワークたつの 

         精神障害者雇用トータルサポーター 

         髙 本
た か も と

  恭 子
き ょ う こ

   氏 

 申込み  平成３１年１月１８日（金） 

      チラシ裏面に必要事項記載のうえファックスまたは電話にて 

      （定員内であれば、当日参加も可能です。） 

 問合せ  宍粟市地域自立支援協議会事務局（障害福祉課内） 

 主 催  宍粟市地域自立支援協議会 

 共 催  龍野公共職業安定所 

 協 賛  宍粟市 宍粟市商工会 宍粟市民生委員児童委員協議会連絡会 

      西播磨障害者就業・生活支援センター 

 

※講演会終了後事業所の個別相談を受け付けます（当日申込み） 

 

詳細は、別紙 セミナーチラシを参照ください。 

参 考 障害者雇用促進セミナーチラシ 

担当者からの 

お願い 

申込期限を設けていますが、定員内であれば当日参加も可能です。 

セミナー開催日前に、ご紹介お願いします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 障害福祉課 担当 田中、鳥羽 ℡0790-63-3101 

 

19



 

兵庫県宍粟市 

 

20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

障がいのある人が企業や事業所で

働くことへの理解を深めともに安心

して働ける職場を増やすことを目的

とした研修です。 

企業等の皆様をはじめ、宍粟市の 

障害福祉に関わる皆様、この機会に 

是非ご参加ください。 

平成３１年２月１日（金） 

１４：００～１５：５０ 

日 時 

平成３０年度  参加無料 

主 催：宍粟市地域自立支援協議会 

共 催：龍野公共職業安定所 

協 賛：宍粟市 宍粟市商工会 宍粟市民生委員児童委員協議会連絡会 西播磨障害者就業・生活支援センター 

運 営・お問い合せ先  宍粟市地域自立支援協議会事務局（宍粟市健康福祉部障害福祉課内） 

電話／0790-63-3101 FAX／0790-63-3062（担当：田中、鳥羽） 

FAXまたは電話にて下記まで 

FAX/ 0790(63)3062 

電 話/ 0790(63)3101 

宍粟市地域自立支援協議会事務局 

申 込 

100名（先着順、裏面申込書） 

定 員 

宍粟防災センター５階 ホール 

宍粟市山崎町鹿沢６５番地３ 

場 所 

 
 
 
 
 
宍粟市地域自立支援協議会 

会 長  中 井  隆 
 
 
 

「障がいのある方の 
雇い入れをすすめるために」 

― 精神・発達障害者のしごとをサポート ― 

 
●「精神障害」とは？ 

「発達障害」とは？ 
 

●精神・発達障害者、 
どう接したらいい？ 
 

講師 ハローワークたつの 
精神障害者雇用トータルサポーター 

  髙 本 恭 子  氏 
 

 
 

市内就労支援事業所 
 
 
 

 
 
宍粟市地域自立支援協議会 
   副会長 森 脇 常 公 

14：00～ 開会あいさつ 

14：10～ 講 演 

15：20～ 質 疑 応 答 

15：25～ 閉会あいさつ 

13：30～ 受 付 発達障害ってどんな 
特性があるのだろう？ 

障がいのある人には 
どんな配慮が必要かな？ 

合理的配慮とは、どう

すればいいの？ 

  
15 ： 25 ～   閉会あいさつ   

  
    15 ～ 個 別 相 談 ： 30 15 ： 50 

15：10～ 就労支援情報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【返送期限：平成 31年 1月 18日（金）】 

下記に、必要事項をご記入の上、返信して下さい。 

 

ご記入日 月    日 

事業所名  

住 所  

電話番号  ＦＡＸ番号  

メール  

※ 個人で申し込まれる場合は、「事業所名」欄は空白としてください。 

参加される方のお名前などご記入ください。 

お名前 

フリガナ 
所属 

・ 

役職 
 

必要な

配慮等 
 

 

お名前 

フリガナ 
所属 

・ 

役職 
 

必要な

配慮等 
 

 

お名前 

フリガナ 
所属 

・ 

役職 
 

必要な

配慮等 
 

 

お名前 

フリガナ 
所属 

・ 

役職 
 

必要な

配慮等 
 

 

備考  

※ファックスでの申し込みができない場合は、電話にてお申込み下さい。 

電話番号 0790-63-3101 宍粟市地域自立支援協議会事務局（担当：田中、鳥羽）まで 

※ご記入いただいた情報は障害者雇用促進セミナー以外での利用はいたしません。 

※受付完了のご連絡はいたしません。 

※定員を大きく上回る申込があった場合、お断りする場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

※「必要な配慮等」がある場合は、1月 18日(金)までにお申込み下さるようお願いします。 

宍粟市地域自立支援協議会（障害福祉課内）あて 

（送信先 ＦＡＸ／ 0790-63-3062 ） 

平成３１年２月１日(金) 14：00～15：50 

障害者雇用促進セミナーの参加について 



平成 30年（2018年）12月 17日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12月定例記者懇談会） 

発表項目 

宍粟学講座「宇野村頼・政頼と戦国期播磨の政治動向」 

受講者募集！ 

概 要 

 

ふるさと「宍粟」の歴史文化・自然地理への理解と関心を一層深めることを目的

として宍粟学講座を開講します。 

 戦国時代の播磨では、守護赤松氏の支配から自立した有力者たちがそれぞれ勢

力の維持・拡張をはかり、非常に複雑な政治状況となっていました。 

 講座では、宍粟を本拠とした宇野氏をめぐる情勢を中心に、戦国時代播磨の有力

者たちの動向について、詳しくご講演いただきます。 

 

 

講師：畑 和良 さん（倉敷市総務課歴史資料整備室）  

日時：１月 26日（土） 14：00～15:30 

会場：宍粟防災センター5階ホール（山崎町鹿沢 65番地３） 

定員：先着 100名程度 

参加費：無料、事前申し込み不要 

 

※宍粟市民大学（しそう学びパスポート）対象講座 

要約筆記・手話通訳あり 

参 考 第５回宍粟学講座案内チラシ 

担当者からの 

お願い 
講座の周知方お願いいたします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 社会教育文化財課 担当 堀 ℡ 0790-63-3117 
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本講座は『しそう学びパスポート』対象講座です 

受講方法：当日受付（申込み不要） 

定 員：先着 100 名程度 

要約筆記・手話通訳あり 

【問い合わせ先】 

宍粟市教育委員会 社会教育文化財課 

〒671-2593 

宍粟市山崎町中広瀬 133 番地 6 

TEL：0790-63-3117 

FAX：0790-63-1063 

 

 

宇野村頼・政頼と 

戦国期播磨の政治動向 

う     の     むら    より      ま さ   よ り 

 せん  ごく   き   はり     ま       せい    じ     どう   こう 

宍粟防災センター 

駐車場 

Zyou  

 

平成３０年度 第５回 宍粟学講座 

臨時 

駐車場 

 

 

 
 

会 場  宍粟防災センター５階ホール 
〒671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢 65 番地 3 

 

  はた  かずよし 

講 師  畑 和良 さん（倉敷市総務課歴史資料整備室） 
 

   (バ  ス) 神姫バス山崎停留所より西へ徒歩５分 

(乗用車) 中国自動車道山崎 IC 下車５分 

※防災センター駐車場が満車の場合は西側臨時駐車場をご利用ください 

Ｐ 

Ｐ 

N 

戦国時代の播磨では、守護赤松氏の支配から自立した有力者たちがそれぞれ勢力の維持・拡張をはか

り、非常に複雑な政治状況となっていました。講座では、宍粟を本拠とした宇野氏をめぐる情勢を中心

に、戦国時代播磨の有力者たちの動向について、詳しくご講演いただきます。 

平成３１年 

1 月2６日（土） 

 

長水城跡採集 

竪二つ引両文軒丸瓦 

午後２時～午後３時 30 分 
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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（12 月定例記者懇談会） 

発表項目 「地産地消クッキング こだわりの味噌作り体験」 

概 要 

 

平成 21 年 3 月に宍粟市食育推進計画が策定され、『美味しそう！宍粟のめぐみ 

食べようでぇ』をスローガンに事業を行ってきました。 

平成 30年度からは“食”と“農”の積極的なかかわりを重点として、新たに『地

産地消クッキング』と名称を変更し、家庭でも簡単に作れる味噌作りを伝授します。 

 味噌ができるまでの“発酵”の過程（香りの変化）を感じることができるのも、

手作りの良いところです。 

 朝食に旬の野菜をたくさん入れたみそ汁を味噌パワー（腸内でよい働きをする菌

を積極的に取り入れる菌活・腸活）としていただき『発酵のまち“しそう”』を合

言葉に宍粟市民が健康になることを目指します。 

 

 

■講師 

田中 金子さん（宍粟市千種町在住） 

 

■開催日／開催場所【定員】 

１．平成 31年 2月 9日（土）／一宮保健福祉センター【30枠】 

２．平成 31年 2月 23日（土）／宍粟市役所 北庁舎 4階【20枠】 

   

～１・２共通事項～ 

■参加費 

1枠（味噌 1kg） 500円 ※親子での参加は 1枠と致します 

 

■申し込み期間 

平成 30年 12月 20日（木）～平成 31年 1月 18日（金） 

※どちらも枠が満たされ次第締め切ります。 

参 考 ちらしあり 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 保健福祉課 担当 岸根 ℡  62-1000 

 

23



平
成
30
年
度

地
産
地
消
ク
ッ
キ
ン
グ

【申込・問い合わせ先】 宍粟市保健福祉課 ＴＥＬ：0790-62-1000

宍粟市食育スローガン ～美味しそう！宍粟のめぐみ 食べようでぇ！～

主催：宍粟市保健福祉課 / 協力：まち・にぎわい課

①・②共通
【開催時間】 10：00～12：00（受付 9：30～）

【参 加 費】 1枠（味噌１ｋｇ）・500円 ※親子での参加は１枠といたします。

【申込期間】 平成30年12月20日（木）～平成31年1月18日（金）

（定員になり次第締め切り）

平成31年

2/23（土）

宍粟市役所 北庁舎

４階

②

平成31年

2/9（土）

一宮保健福祉センター

（やすらぎ）

①

発
酵
の
ま
ち

”
し
そ
う
”

先着30枠
≪要申込≫

先着20枠
≪要申込≫
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平成 30 年（2018 年）12 月 17 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （12 月定例記者懇談会）  

 

発表機関 兵庫県立山の学校 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 副校長 宮脇 ℡ 0790－62－8088 

発表項目 兵庫県立山の学校 平成 31年度入学生を募集します 

概 要 

 

 

兵庫県では、自然の中でのさまざまな体験活動と寮での共同生活を通して、よりよい

人間関係を育みながら、たくましく生きる力を培い、進路実現に向けて“元気・やる気・

自信・笑顔”づくりを支援する「兵庫県立山の学校」を開設しています。 

このたび、下記により平成 31年度入学生の募集を行います。 

記 

 １ 義務教育を修了した者で、体験活動のできる 

15歳から 20歳 （平成 31年 4月 1日現在）までの県内在住の男子 

 ２ 1年間の全寮制（平成 32年 3月修了予定） 

３ 20名 

 ４ 募 集 期 間  平成 31年 1月 7日（月）～ 2月 1日（金） 

              出願書類を整え、本校へ持参または郵送（締切日必着） 

 ５ 出願から選考まで 

  (1) 提出書類   ・ （所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

           ・履  歴  書 （所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

            ・健康診断書 （所定の用紙、３ヶ月以内に実施したもの） 

            提出書類は山の学校 HPからダウンロードできます。 

  (2)  選考場所     兵庫県立山の学校 

(3)  選考日時   平成 31年 2月 8日（金） 午前 10時 (受付 9時 30分～)  

(4)  費  用   500円（傷害保険料） ※選考当日に徴収します。 

  (5)  持 参 品     筆記用具、体操服（トレパン・トレシャツ）または作業服、 

運動靴、体育館シュ－ズ、保険証、昼食用弁当、お茶 

  (6)  内    容     書類審査、体験活動、面接（保護者同席） 

  (7)  選考結果     平成 31年 2月 12日（火）発表（郵送） 

６ 平成 31年 4月 12日（金） 

 ７  兵庫県宍粟市山崎町五十波 430－2    

 ８ 設  置  者    兵庫県 

 ９ 公益財団法人 兵庫県青少年本部 

※ 追加募集について 

選考の結果、合格者が募集定員に満たない場合、追加募集を実施します。追加募集

の有無については本校にお問い合わせください。 

※ 学校説明会及び見学は随時受け付けていますので、お問い合わせください。 

参 考 平成 31年度兵庫県立山の学校生徒募集要項を添付します。 

担当者からのお願い 事前告知につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。 
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兵庫県宍粟市 
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平成３１年度兵庫県立山の学校 生徒募集要項 

 

 兵庫県では、自然の中でのさまざまな体験活動と寮での共同生活を通して、よりよい人間関係を育みなが

ら、たくましく生きる力を培い、進路実現に向けて“元気・やる気・自信・笑顔”づくりを支援する兵庫県

立山の学校を開設しています。 

  平成３１年度入学生の募集要項は、下記のとおりです。詳細については直接、兵庫県立山の学校に問い合

わせてください。 

 

記 

 

１  義務教育を修了した者で、寮での共同生活や体験活動のできる１５歳から２０歳（平成３１年４月１

日現在）までの県内在住の男子 

 

２  ２０名 

 

３ 出願から合格発表まで 

(1) 願書受付 平成３１年１月７日（月）～２月１日（金） 

・出願書類を整え、本校へ持参または郵送（締切日必着）してください。 

           なお、書類持参の場合、受付は土・日曜日及び祝日を除く９時から１７時まで。 

 

  (2) 提出書類 ・ （所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

         ・履 歴 書 （所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

         ・健康診断書 （所定の用紙、３ヶ月以内に実施したもの） 

 

(3) 選考試験 平成３１年２月８日（金） 

         ・内 容：書類審査、基礎体力検査、体験活動、面接（保護者同席） 

・集 合：兵庫県立山の学校 １０：００（受付 ９：３０～） 

         ・受験料：無料（但し、傷害保険料５００円を試験当日に受付で徴収します。） 

         ・持参品：筆記用具、体操服（トレパン・トレシャツ）または作業服、運動靴、 

体育館シュ－ズ、保険証、昼食用弁当、お茶 

 

(4) 合格発表 平成３１年２月１２日（火） 

 

(5) 入学式   平成３１年４月１２日（金） 

 

４ 学校概要 

(1) 設 置 者 兵庫県 

 

(2) 指 定 管 理 者 公益財団法人 兵庫県青少年本部 

 

(3) 修 学 期 間 １年間の全寮制（平成３２年３月修了予定） 

             学校行事等の例外を除き、原則として土・日曜日は休業日。 

             夏季及び冬季の休業期間は、合わせて６週間程度。 

 

(4) 授 業 料 無料（ただし、教材費、寮費、各種資格検定費など別途実費が必要） 
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(5) 学 習 内 容 経験豊かな講師陣の指導のもとに、次のような体験活動等を行い、自己の可能性 

に挑戦します。 

ア 自然と共に生きる森の学習 

森林学習、森林実習、造園学習、造園実習 

イ 心を揺り動かす体験活動 

千種川沿い縦走、氷ノ山等の登山、海辺の活動（シーカヤック）、座禅、 

ものづくり体験（木工、園芸） 他 

           ウ 生き方を考えるキャリア教育 

                         資格取得、職場体験、修了生との懇談会、職場見学、施設見学 他 

                     エ 仲間と共に生きる 社会の中で生きる 

                ボランティア活動の実施、イベントへの参加、学校間連携 他 

           オ こころ豊かに生きる 

スポーツ（パラグライダー、ゴルフ 他）、文化（絵画、書道、陶芸 

他）、一般教養（人権、福祉、環境の学習 他） 他 

 

(6) 講    師 本校スタッフ、野外活動指導者、書道家、陶芸家、スポ－ツ指導者など 

 

(7) 取得可能資格 ・刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証・・・・・・・・・・・・５月頃 

・伐木等の業務に係る特別教育修了証・・・・・・・・・・・・・６月頃 

・小型車両系建設機械(３t未満)特別教育修了証   ・・・・・・・１月頃 

            ・小型フォークリフト(１t未満)特別教育修了証 ・・・・・・・・２月頃 

 

５ 高等学校卒業資格取得支援 

希望者は、本校と連携する県立高等学校通信制課程又は広域通信制高等学校に在籍することにより、

高等学校卒業資格取得に必要な支援を受けることができます。 

(1) 山の学校での活動が、高等学校の卒業単位の一部として認められます。 

(2) 県立高等学校通信制課程での単位取得に必要なスクーリングは、当該高等学校等で受けます。 

(3) 広域通信制高等学校での単位取得に必要なスクーリングは、本校内で受けます。 

 

６ 生徒募集要項及び学校案内（リーフレット）は次のところに用意しています。 

・兵庫県立山の学校            ・県及び各市町教育委員会 

・公益財団法人兵庫県青少年本部      ・各県民局及び教育事務所 

・兵庫県企画県民部青少年課        ・県内の中学校及び高等学校  

・兵庫県立神出学園            ・兵庫県立こどもの館    等  

 

７  申し込み及び問い合わせ先 

       公益財団法人兵庫県青少年本部   兵庫県立山の学校 

 
                し そう し やまさきちょう いかば 

     〒671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波４３０－２ 

     ＴＥＬ （０７９０）６２－８０８８  ＦＡＸ （０７９０）６２－９７３３ 

     Ｗｅｂ  http://www.seishonen.or.jp/yamanogakkou/ 

 

○ 「入学願書」「履歴書」「健康診断書」あるいは「学校案内」を必要とされる方は、電話等で

お知らせください。本校のホームページからダウンロードすることも可能です。 

 

〇 随時、学校説明及び学校見学を受け付けています。電話でお問い合わせください。 
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1 

 

 

行事名 日時 開催場所 内容 問合せ先 

新春凧あげの集い 2019 1月 1日（火・祝） 

13時～15時 

一宮保健福祉センター北側 

（一宮町閏賀 300） 

趣向を凝らした凧が宍粟の冬空に舞う。 

新春恒例、手作りの凧で誰でも自由に参加でき

る「新春凧あげの集い」として開催します。 

※悪天候の場合、順延なし。 

播磨いちのみや凧の会 

℡：0790-72-0861（山本） 

℡：0790-72-0513（上山） 

新春ご来光を観る集い 1月 1日（火・祝） 

6時 30分集合 

志引峠（千種町西山） 

【集合場所】 

ハリマ農協ちくさ営業部 

駐車場（千種町黒土） 

ちくさ登山同好会による初日の出を見る集い。

参加希望の方は、午前 6時 30分にハリマ農協

ちくさ営業部駐車場に集合。乗り合わせて志引

峠でご来光を拝観します。 

※参加無料。 

当日の積雪状況により志引峠からの拝観が中止

になる場合があります。 

ちくさ登山同好会 

℡：0790-76-2703（大山） 

板馬見大トンド 1月 14日（月・祝） 

10時～12時 

松ノ木公園内 

板馬見登山道入口 

（千種町河呂） 

板馬見保存会による大トンド。地元の山伏十数

名により、3 つの作法のあと護摩焚き、大トン

ドが行われます。 

鏡餅や家庭から持ち寄った飾り物などを燃や

し、参加者には焼きミカンと甘酒のふるまいが

あります。 

板馬見保存会 

℡：0790-76-2768（妙見） 

℡：0790-76-2427（高山） 

春安天満宮 

初天神祭り 

1月 20日（日） 

9時～17時位まで 

春安天満宮 

（山崎町春安） 

学問の神、菅原道真公が祀られており毎年 1月

第三日曜日には初天神のお祭りが行われ、多く

の受験生がお参りされます。 

また、甘酒の振る舞いや 14 時より筆供養行わ

れます。 

春安自治会長 

℡：0790-62-3829 

山崎八幡神社 

℡：0790-62-0298 

 

節分祭 2月 3日（日） 伊和神社 

（一宮町須行名 407） 

夕暮れより庭火をつけてから行われます。（17

時頃より） 

参拝された方が福引やカラオケを楽しむことが

できます。 

伊和神社 

℡：0790-72-0075 

平成 31年 1月～2月 宍粟市イベント情報 



2 

 

第 3回ミモザフェア 2月 17日（日） 宍粟市立はりま一宮小学校 

体育館 

個性豊かなマーケット、ゆっくり出来るカフェ、

お役立ち情報満載展示コーナー、お子様連れで

も楽しめるキッズコーナー、お楽しみワークシ

ョップなど盛りだくさんです。 

マイバック、マイカップ、マイ上履きをご持参

でお越しください。 

Mimosa事務局 

℡：0790-63-0840（大田） 

 

県立国見の森公園活動プログラム（宍粟市山崎町上比地 374） ℡：0790-64-0923/月曜日定休 

【1月】1/12（土）ミツバチを飼おう座学 1/13（日）宍粟の麹とお米で甘酒づくり（デザートも作ろう） 1/14（月・祝）とんど焼きをしよう！  

1/19（土）森の窯焼きピザづくり 1/20（日）森のバームクーヘンづくり 1/26（土）くにみ探検隊（冬の野鳥観察） 1/27（日）廃材で木工をしよう 

【２月】2/3（日）森のなめこづくり 2/9（土）森のそば打ち体験 2/10（日）バレンタインデーナチュラルスイーツづくり 2/11（月・祝）春の七草粥を食べよう  

2/16（土）8 連発輪ゴム鉄砲を作ろう 2/17（日）日本ミツバチの巣箱を作ろう 2/23（土）くにみ探検隊（国見の冬芽をみよう）棒焼きパンも焼こう  

2/24（日）森のシイタケづくり 

 

旬の食材 

自然薯 通年味わえます 

（新物自然薯は 10月中旬～） 

栄養価が高く、主に滋養強壮に効能があるといわれている自然薯は、10月

～11月にかけて収穫されます。 

とろろご飯や自然薯磯部揚げなど様々なメニューで味わっていただけます。 

「楓香荘」では自然薯うどんなどが味わえます。 

楓香荘      ℡：0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡：0790-75-3999 

道の駅はが    ℡：0790-75-3711 

鮎茶屋 正起   ℡：0790-62-3838 

四季旬菜 和   ℡：0790-62-1120 

               など 

ボタン鍋 11月～3月頃まで 猪猟解禁に伴い、ボタン鍋が宍粟市内の飲食店で提供されます。 

店によって違うダシの味や具材などもお楽しみください。 

楓香荘      ℡：0790-75-2355 

フォレストステーション波賀 

 ℡：0790-75-2717 

伊沢の里     ℡：0790-63-1380 

鮎茶屋 正起   ℡：0790-62-3838 

四季旬菜 和   ℡：0790-62-1120 

               など 
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スキー場情報 

ばんしゅう戸倉スノーパーク（波賀町戸倉） 

営業時間：8時 30分～17時 

℡：0790-73-0324 

【平日】女性リフト券 1,000円 小学生以下リフト券無料 

【U-25（中学生以上 25歳以下）・シニア（55歳以上）がお得】1日リフト券 2,500円 

【シニアデイ（55歳以上）】毎週木曜日リフト券 1,000円 

【こどもサービスデイ】1/19（土）・2/16（土）・3/9（土）は子供リフト券 500円 

ちくさ高原スキー場（千種町西河内 1047-218） 

営業時間：8時～17時 

金・土・日・祝・祝日前日、23時まで営業 

℡：0790-76-3555 

【1日リフト券 2,000円】 

月曜日：スタイリストデー（美容師・理容師限定） 火曜日：シニアデー（55歳以上） 

水曜日：男日和（男性限定） 木曜日：スキーヤーデー 金曜日：ボーダーデー 

平日：ジュニア・レディースデー 

【シーズン期間中】3回来場で 4回目が無料（条件等の詳細はHPをご覧ください。） 

ちぐみんパークイベント：2月 9日（土）23（土）。 

 宝探し（年齢制限は１２歳。参加費無料（但し、ちぐみんパーク入場料がかかります。）お菓子などの景品あり。参加賞もあります。）楽しいイベントもあるよ。 

2月 14日（木）バレンタインイベント。男性のお客様にプチプレゼント！ 

2月 23日（土） The Funny。毎年恒例、ナイターセッションイベント！豪華賞品多数ご用意。時間は未定。場所は降雪により変動。 

 

お知らせ 

SHISO TOURISM PHOTO AWARD 2018「ミライエシソウ」作品募集！ 

【テーマ】「未来へ」をテーマとして、未来へ繋ぐ宍粟市の観光写真を部門にわけて募集します。 

＜部門＞🔶人と暮らし部門～（例：季節のイベント、祭り、文化、芸能、工芸、酒蔵など） 

    🔶自然風景部門（例：宍粟市内の景勝地で滝、渓谷、紅葉、桜など）※人物が写っていないもの 

    🔶宍粟 50 名山部門（例：氷ノ山、三室山、後山など）※宍粟別選 5 名山（岡ノ山三山、十年など）を含む。 

＜サイズ＞六切（ワイド六切）か四切（ワイド四切）とし、サイズ外は選考外となります。 

＜応募方法＞指定の応募用紙に必要事項記入の上、上下が分かる向きに写真の裏面にテープで貼付して、しそう森林王国観光協会事務局まで郵送又は持参で応募。 

＜応募締切＞平成 31 年 2月 28 日（木）消印有効 

＜賞＞最優秀グランプリ 1 点 賞状・賞金 20 万円、金賞 3 点 賞状・賞金 3 万円、銀賞 6 点 賞状・賞金 5 千円、銅賞 20 点 賞状・宍粟市特産品セット 

＜応募問合せ先＞〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 番地 公益財団法人 しそう森林王国観光協会「ミライエシソウ 2018」係 

        ℡：0790-64-0923 ファックス番号：0790-64-5011 E-mail：info@shiso.or.jp HP：http://www.shiso.or.jp 

mailto:info@shiso.or.jp
http://www.shiso.or.jp/


 

波賀森林鉄道写真展 
～山がにぎやかだった頃～ 

昭和 20 年代上野貯木場（写真提供：兵庫森林管理署） 

と き  2018 年 12 月 25 日（火）～2019 年 1 月 18 日（金） 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 ※土日祝・年末年始は休み 

ところ  波賀市民局ロビー（宍粟市波賀町上野 257） 

観覧料  無料 

主 催 波賀元気づくりネットワーク協議会  後 援 宍粟市・宍粟市商工会 

お問い合わせ 090-2103-7133 

≪展示資料≫ 

波賀森林鉄道写真 80 点、森林鉄道ジオラマ 等 

【資料協力】 兵庫森林管理署・波賀生涯学習事務所・旧山崎営林署職員 ほか 

アンコール企画 
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■ 発表項目 

① ～年末年始～ もちつき、とんどで暖まろう 

② クリスマスビュッフェ・団体様大歓迎 

 

■ 概要 

① ～年末年始～ もちつき、とんどで暖まろう 

もちつき大会 

日時：平成 30 年 12 月 24 日（月・祝）10 時～ ※雨天決行 

場所：兵庫県立国見の森公園（公園事務所内テラス） 

内容：毎年恒例、国見の森公園もちつき大会です。どなたでもご参加いただけるので、小

さなお子様連れも大歓迎です。ついたおもちは、あんこ、きなこ、大根おろしなど

に付けて食べていただけます。 

   おもちは先着１００名様までで、なくなり次第終了です。つきたての美味しいおも

ちをぜひ食べに来てください。 

 

とんど祭り 

日時：平成 31 年 1 月 14 日（月・祝）9 時～12 時 ※荒天中止 

集合場所：兵庫県立国見の森公園 

内容：日本全国で小正月に行われる火祭りを、今回はみなさんでとんどを作るところから

行います。できあがったら、お正月に飾ったしめ縄やお飾り、習字を燃やして、無

病息災と学業成就を願います。最近ではなくなりつつある日本の伝統を、ぜひお子

様に体験させてあげてください。 

   当日は暖かい服装でお越しいただき、新年を語り合ってください。 

 

② クリスマスビュッフェ・団体様大歓迎 

🎄一夜限りのクリスマスビュッフェ🎄 

 東山温泉メイプルプラザにて、ローストチキンやケーキ 

など、ビュッフェスタイルで楽しんでいただけます。素敵な 

クリスマスプレゼント付きです。 

 

🐕道の駅ちくさレストラン🐕 

 平日のみ、５人以上のご予約で７００円以上のメニューにつき、５０円を値引きします。

冬季（１月・２月）限定“一人でも食べられる”しし鍋も用意してお待ちしています。 

 ＜本件に関する問い合わせ先＞  

  公益財団法人 しそう森林王国観光協会 
（愛称：森ナビしそう） 担当：田路 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：info@shiso.or.jp ホームページ：http://www.shiso.or.jp 

  

 

    

公益財団法人 

 
（愛称：森ナビしそう） 

 発信日：2018年 12月 17日 

報道関係者各位 

毎年恒例！

例！ 

初開催！ 
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お持ち帰りはできません。

場　所 公園事務所前テラス

国見の
森公園

きません。せん。
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とんど祭りとは、日本全国で小正月に行われる火祭りです。
今回は、とんどをみなさんで作るところから始めます。
なくなりつつある日本の伝統行事をお子様に体験させてあ
げませんか？お正月に飾ったしめ縄やお飾りを燃やして
無病・息災、習字を燃やして字や学業の向上を願い
ましょう。当日、持って来て下さい。お餅も焼き
ましょう。おやつや暖かい飲物もご用意ください。
ブルーシートを敷く等、座れる場所は作る予定で
すので暖かい服装でお越しください。火で暖ま
りながら新しい年を語り合ってください。

注意
天候が不安定の場合（強風・雨・雪　等）
急遽、中止とさせていただく場合がござい
ます。国見の森公園ホームページ・電話で
ご確認ください。

対象　　どなたでも
定員　　50 名程度
参加費　200 円
12 月 14 日　午前 9時
から電話・メール・FAX
で受付いたします。
電話　0790－64－0923
FAX　0790－64－5011
メールはホームページ
からお願いします。
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