
 

平成 31 年３月定例記者懇談会 
 

日時：平成 31 年３月１８日（月）午後 2 時～ 

場所：市役所３階 庁議室 

    

 

 

【第 1 部】定例記者発表（午後２時 00 分～） 

 

 １ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

3 発表項目 

 

（１）宍粟市立戸原こども園・一宮北こども園の竣工式挙行          …1 

（２）ホームページリニューアルで宍粟の魅力発信をパワーアップ       …3 

（３）～宍粟の米・米麹を活かす～  

  甘酒作りワークショップ in きてーな宍粟               …5 

 

 

4 各種イベント情報等                           …9 

  ●葉わさびの里ウォーク   

 

5 （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ             …17 

 （1）引原ダム 60 周年記念 フォトコンテスト作品展開催 

 （2）日本酒発祥の地で楽しむ「森林の宴」開催 

 （3）第 31 代しそう森林王国女王決定 

 

 

 ６ そ の 他 

 

 

７ 閉  会 

 

 

   

 ●次回定例記者懇談会のお知らせ 

日 時 平成 31 年４月 18 日（木） 午後 2 時～ 

場 所 宍粟市役所３階 庁議室（予定） 



 

兵庫県宍粟市 

 



平成 31年（2019年）3月 18日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（３月定例記者懇談会） 

発表項目 宍粟市立戸原こども園・一宮北こども園の竣工式挙行 

概 要 

 

平成 31 年４月に新たに宍粟市立戸原こども園と宍粟市立一宮北こども園が開園す

ることになりました。 

戸原保育所は戸原こども園に、一宮北保育所と三方幼稚園は一宮北こども園にそれ

ぞれ引き継ぐこととなりますが、開園にあたり、下記のとおり竣工式を実施します。 

 

■ 宍粟市立一宮北こども園 竣工式 

日 時  ４月３日（水） 午前９時 30分から 

場 所  宍粟市一宮町三方町 287番地 1 

一宮北こども園 遊戯室 

園児数  ０,１歳児：２名、２歳児：１４名、３歳児：１１名、 

４歳児：１２名、５歳児：１１名  計５０名（Ｈ31.3.15現在） 

 

■ 宍粟市立戸原こども園 竣工式 

日 時  ４月４日（木） 午前９時 30分から 

場 所  宍粟市山崎町宇原 1704番地 2 

戸原こども園 遊戯室 

園児数  ０,１歳児：６名、２歳児：１１名、３歳児：１１名、 

４歳児：９名、５歳児：６名  計４３名（Ｈ31.3.15現在） 

 

 式典概要  

日 時 ４月３日・４日（共通） 竣工式９時 30分（受付９時 00分）～ 

会 場 各こども園 遊戯室 

記念行事 (竣工式終了後) 

会 場 各こども園 園庭 

    ① 風船飛ばし 

    ② 記念写真  

参 考 
 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 こども未来課 担当 小椋 ℡ 0790-63-3114 
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平成 31 年（2019 年）3 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（３月定例記者懇談会） 

発表項目 ホームページリニューアルで宍粟の魅力発信をパワーアップ 

概 要 

  

全ての利用者にとって、分かりやすく使いやすいホームページをめざして、アク

セシビリティの確保やソーシャルメディアへの対応、検索機能の向上と宍粟市の魅

力発信強化を図るためリニューアルを実施しました。 

  

１ 実施日 平成 31年 3月 15日（金） 

 

２ リニューアルの主なポイント 

（１）情報発信力の強化 

トップ画面を刷新し、すっきりとした見やすい画面としました。デスクトップ

版のファーストビューには、大きく写真を配置し、宍粟の誇る風景や歴史文化を

紹介しています。写真部分は季節にあわせ変更が可能で、その時々にお知らせし

たい情報を掲載予定です。 

（２）検索機能の向上 

検索画面を大きくするとともに、「よく検索されるキーワード」を掲載するこ

とにより、利用者の検索を手助けし、検索しやすくしています。 

（３）ＳＮＳに対応したページ作成支援 

  ホームページ用のページの作成と併せてフェイスブック、ツイッターと連携し

た投稿が出来るようにし、ＳＮＳを活用した情報発信を強化していきます。 

（４）アクセシビリティの強化 

国の基準に準拠したアクセシビリティを確保し、全ての方が利用しやすいペー

ジとしていきます。 

（５）ユーザビリティの向上 

  利用者の利用端末に適したページに自動的に変換する機能を搭載し、ユーザビ

リティの向上を図っています。また、職員にとってもページの作成が行いやすい

システムを導入することで、積極的な情報発信に繋げていきます。 

 

 

参 考 ホームページのイメージ 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 秘書広報課 担当 上月 ℡ 0790-63-3115 
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平成 31 年（2019 年）3 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（３月定例記者懇談会） 

発表項目 

～宍粟の米・米麹を活かす～ 

甘酒作りワークショップ in きてーな宍粟 

概 要 

  

「日本酒発祥の地・発酵のふるさと宍粟」の米と米麹を活かした甘酒作りワーク

ショップです。宍粟在住の前井先生から甘酒作りのコツを教わりながら手作りしま

す。 

 米麹活用レシピと甘酒を使ったお菓子３品付き♪♪ 

 （甘酒マフィン、甘酒チョコレート楓クリーム、甘酒豆乳ラテ） 

 お子様でもご参加いただけます。 

 

日 時 平成 31年 3月 24日（日） 当日 2回開催 

①15:00～16:00 

②17:00～18:00 

 場 所 ふるさと宍粟 PR館きてーな宍粟 店舗内 

     （姫路市駅前町１ 神姫ビル１階） 

 講 師 タイガーキッチン 前井真貴さん（宍粟市山崎町） 

参加費 1,800円（税込）※当日支払い 

定 員 各回 8名 

 持ち物 三角巾、エプロン、マスク、保温機能がついた水筒（１L程度） 

 申込先 お名前・ご連絡先・参加人数を下記までお知らせください。 

店 舗：079-287-3123 

     事務所：079-286-8988 

     e-mail：info@denpakudo.jp 

     ※申込締切…3月 22日（金）18:00まで 

 

参 考 チラシ 

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 

  （きてーな宍粟） 

担当 戸澤 

  （砂原） 

℡ 0790-63-3127 

 （079-287-3123） 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問い合わせ先 

原不動滝安全祈願祭 ４月１日（月） 

８時～９時（予定） 

原不動滝 

（波賀町原） 

【駐車場】 

約１００台 

滝入口にある不動尊で安全祈願祭が行われ、冬季休業していた原不動滝

が４月１日から今シーズンの営業をスタートさせます。 

原不動滝は男滝と女滝が寄り添っていることから別名「幸福の滝」と呼

ばれ、多くの観光客が訪れる人気スポットです。 

楓香荘 

℡:0790-75-2355 

Mont-bell club 

フ レ ン ド フ ェ ア

2019 春 

【4 月６日（土）】 

9 時～１７時 

【4 月 7 日（日）】 

９時～１６時 

 

【会場】 

インデックス大阪 

１号館＆２号館 

（大阪市住之江区南港

北 1-5-102） 

【駐車場】 

6 号館屋上駐車場 

全国のフレンドエリア＆ショップと、会員さまをつなぐイベント「フレ

ンドフェア」多彩な内容で、大人も子どもも、丸一日楽しめます！ 

【スペシャルゲスト】 

ライブ：シンガーソングライター リピート山中 

トークショー：作家・カヌーイスト 野田 知佑 

       自転車で世界を旅する パシェファミリー 

【体験】クラフト、カヤック、クライミング体験など 

【知る・学ぶ】提携団体ブースやワークショップ、ツアー情報コーナー 

【買う】地域の特産品、アウトレット商品、ご当地グルメ飲食販売など 

フレンドエリアのブースに宍粟市も出店いたしますので、ぜひ遊びに来

てください。 

※このイベントはモンベルクラブ会員様と同伴のご家族・ご友人様のみ

ご入場いただけます。 

モンベルクラブ事務局 

℡:06-6538-5793 

宍粟に響け！生命の

鼓動！ 

～太鼓のリズム、バラ

フォンの調べ、生命賛

歌～ 

 

（※定員 30 名） 

４月 7 日（日） 

会場：13 時 30 分 

開演：14 時～ 

コミュニティハウス 

青い家  

（山崎町高下 1217） 

 

アフリカンミューックのコンサートです。生命の賛歌を肌で感じながら

みんなで踊りましょう！ 

【演奏】 

バラフォン（西アフリカの木琴）：べノワミロゴ（ブルキナファソ出身） 

太鼓：山北 のりひこ （奄美大島在住） 

【チケット】1 ドリンク付き♪ 

前売り：￥2300 小中学生￥1300  

当日：￥2500 小中学生 ￥1500 ※未就学児は無料です。 

【予約・お問合せ】 

℡:090-8572-8814 

（かつま） 

【会場】 

コミュニティハウス 

青い家 

℡:0790-62-3431 

（当日のみ） 

2019 年 4 月 5 月 宍粟市イベント情報 
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トイプードルちゃん

いらっしゃい 

４月７日（日） 

11 時～14 時頃 

道の駅ちくさ 

（千種町下河野 

745-5） 

【駐車場】 

約５０台 

2019 年 4 月より道の駅ちくさは「わんこと楽しむ道の駅」としてス

タート。今回は「トイプードルちゃんいらっしゃい」と題して「ドッグ

＆フード販売」、トイプードルの「ヘアコンテスト」やワンちゃんの「お

悩み相談」、「里子案内」、その他わんちゃんと一緒に体験する「キッズ

体験」として「わんちゃんと一緒に走ろう」や、「ドッグトレーナー体

験」など楽しいイベント盛りだくさん。ワンちゃんと一緒に大人から子

供までみんなで楽しもう！（小型犬可） 

道の駅ちくさ 

℡:0790-76-3636 

木曜定休日 

森の国オカリナフェ

スティバル 

４月７日（日） 

10 時 15 分～17

時 30 分 

(会場は 9時 30分) 

山崎文化会館 

(山崎町鹿沢 88-1) 

 

【駐車場】 

約１５０台 

今回で 12 回目を迎える、オカリナの聖地宍粟でのオカリナフェステ

ィバルです。45 組の愛好者によるオカリナ演奏やロビーでは「オカリ

ナ祭」が行われ、オカリナグッズ販売、お弁当などの販売等もあります。 

「森の国 オカリナも当たる玉手箱大抽選会」16 時 50 分頃 

「ゲスト演奏」17 時～  

オカリナ：璃美、ギター：田中裕介、パーカッション：小林俊介、ピア

ノ：小林順子 によるコンサートです。 

【チケット】全席指定￥1000(小学生以上有料) 

【お問合せ】 

森の国オカリナフェスティ

バル実行委員会  

℡:0790-62-7500 

 

【会場】（当日のみ） 

山崎文化会館 

℡:0790-62-5300 

葉わさび山菜まつり ４月 

６日（土）・７日（日）

９時～16 時 

道の駅みなみ波賀 

（波賀町安賀 8-1） 

【駐車場】 

約 100 台 

宍粟市で収穫された人気の葉わさびをより多くのお客様に味わって頂

けるイベントです。地元生産者による葉わさび、葉わさび寿司、葉わさ

びの苗などの店頭販売があります。 

道の駅みなみ波賀 

℡:0790-75-3999 

4 月は第 2・4 水曜定休日 

5 月以降は繁忙期のため不

定休 

葛根腰痛地蔵花まつ

り 

４月７日（日） 

10 時～14 時 30

分 

葛根腰痛地蔵尊周辺

（山崎町葛根） 

【駐車場】約 50 台 

腰痛にご利益がある腰痛地蔵のおまつりです。 

腰痛地蔵尊堂周辺と広い駐車場を利用して、自治会や各種団体による出

店もあります。周辺の桜が満開となれば併せてお楽しみ頂けます。 

土万ふれあいの館 

℡:0790-67-0359 

水曜日定休日 

登山家 今井通子氏

と楽しむ「森林セラピ

ー体験」 

（先着 20 名・申込期

日 4 月 4 日） 

4 月 12 日(金) 

9 時 30 分～16 時 

 

（受付 9 時） 

県立国見の森公園 

（山崎町上比地 374） 

 

登山家であり医学博士である今井通子先生と自然豊かな国見の森公園

で森林セラピーを実際に体験してみましょう。 

※詳細はお問合せ下さい。 

【午前】講演「森林セラピーとその効果」 

【午後】昼食(セラピー弁当) セラピー体験会  

兵庫県立森林大学校 

℡:0790-65-9916 
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日本酒発祥の地で楽

しむ森林の宴 

 

4 月 13 日（土） 

 

【森林の宴】 

12 時～14 時 

 

染河内ふれあい公園

(庭田神社隣)【駐車

場】 

約 30 台 

庭田神社 

(一宮町能倉 1286） 

 

染河内ふれあい公園にて「日本酒発祥の地で楽しむ森林の宴」が開催さ

れます。 宍粟市吹奏楽団「Mokumoko」による木管アンサンブルコ

ンサートもあります。日本酒を飲みながら、宴を楽しんでみてはいかが

でしょうか。（マイクロバスによる送迎あり) 

【飲食ブース】 

①森林の美食プレートセット￥1500(宍粟牛しゃぶ 地鶏串焼き ア

マゴ塩焼き)※限定 200 食（前売り 150 食+当日 50 食） 

②呉風森林大学校カレーの販売 

③「三笑」をはじめ各種日本酒の販売 

※「前売券」などの詳細はお問合せ下さい。 

（午前 10 時より日本酒発祥の地 庭田神社にて幻の酒「三笑」の蔵出

式を行います。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

ふれあいの館 

14 周年記念イベン

ト 

※詳細未定 

４月１４日（日） 

９時～15 時 

土万ふれあいの館 

（山崎町土万 

1515-2） 

【駐車場】約 20 台 

土万ふれあいの館 14 周年記念イベント。太鼓やバンド演奏などのス

テージショー、餅つき大会、うどん、焼き芋などの出店も多数あります。

土万ふれあいの館加工部による多種類の巻寿し、特産の葉わさびの加工

品（葉わさび粕漬・葉わさび寿司）の即売もあります 

土万ふれあいの館 

℡:0790-67-0359 

水曜日定休日 

西深桜まつり 

※雨天決行 

 

4 月 14 日(日) 

10 時～15 時 

西深の桜並木 

（一宮町西深） 

【駐車場】約 30 台 

県道６号線下三方信号を西へすぐの西深の桜並木で「桜まつり」が開催

されます。自治会でのアットホームなおまつり。たこ焼き・おでん・ア

イスクリームなど地元の方による出店などの催しがあります。 

４月 7 日（日）より桜の開花時期頃までライトアップを行います。 

ライトアップの時間：18 時 30 分～22 時 ※詳細未定 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

藤まつり 

※詳細未定 

４月 27 日(土)～５

月 6 日(祝・月) 

 

大歳神社周辺 

【臨時駐車場】 

約 700 台 

 

大歳神社にある「千年藤」のお祭りです。周辺の商店街には端午の節句

の時期にあわせて鯉のぼりのアーチが登場します。その他にも山崎ウォ

ーキング＆ウォッチング、ワンコインフェスタなど楽しいイベント盛り

だくさん！※臨時駐車場などのイベント詳細は「しそうツーリズムガイ

ド」の HP をご覧ください。 

 

藤まつり実行委員会 

℡:0790-64-0923 

(事務所は月曜定休) 
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第 15 回山崎ウォー

キング＆ウォッチン

グ※詳細未定 

４月 27 日(土)～５

月 6 日(祝・月) 

 

山崎町山崎地区他 

宍粟市防災センター

など 

【臨時駐車場】 

約 700 台 

城下町・山崎のまちなかにある 30 軒ほどの店・工房・寺院などが開放

され、工芸品や絵画の展示などが行われます。大歳神社の千年藤とあわ

せてゆっくり散策してください。※詳細未定 

同実行委員会 

℡:0790-62-8849 

楓香荘 

春のミニウォークラ

リー 

※詳細未定 

４月 27 日（土）～

５月６日（祝・月） 

10 時～16 時 

楓香荘周辺 

（波賀町原） 

【駐車場】 

約 100 台 

楓香荘を出発点にして、近隣の原不動滝～りんご園を巡るウォーキング

スタンプラリー。楓香荘の思川桜、原不動滝の新緑、りんご園のりんご

の花も楽しめます。開催期間中に楓香荘フロントにて台紙をお渡ししま

す。 

達成者にはミニプレゼントあり。（随時参加 OK、無料） 

※詳細未定 

楓香荘 

℡:0790-75-2355 

山菜祭り 4月下旬～5月上旬

頃開催予定 

道の駅 ちくさ 

（千種町下河野 

745-5） 

【駐車場】約 50 台 

山菜を美味しい時期に味わっていただくお祭りです。山菜天ぷら、手作

りとうふ、山菜おこわ、はなさきむらパン・クッキー、フリーマーケッ

ト、クレープ、シカ肉ドッグフードなどを出店します。 

※詳細はお問合せ下さい。 

道の駅 ちくさ  

℡:0790-76-3636 

木曜定休日 

東山まつり 5 月 5 日（日） 

10 時～3 時 

フォレストステーシ

ョン波賀 

（波賀町上野 

1799-6） 

東山シャクナゲ園の開花時期に合わせて、「東山まつり」を開催いたし

ます。駐車場側の芝生広場ではお店が立ち並びます。 

会場からシャクナゲ園へはシャトルバスが出ます。（随時） 

フォレストステーション波

賀 

℡:0790-75-2717 

板馬見山開き登山大

会 

５月３日（金・祝） 

集合：８時 

出発：８時 40 分 

（安全祈願の後） 

板馬見山 

集合場所：松の木公園 

（千種町河呂） 

板馬見山では、恒例の板馬見山開きにともないまして、登山大会が行わ

れます。 

登山には行者コース、一般コースがあり行者が先達をします。 

板場見保存会 

℡:0790-76-2427 

（高山） 

℡:0790-76-2768 

（妙見） 

鮎釣り解禁 揖保川・千種川 

５月 26 日（日） 

揖保川・千種川全域 鮎の友釣り発祥の地「揖保川」・清流「千種川」へ、遠方から多くの太

公望が鮎釣りに訪れます。また、市内飲食店では、解禁に伴い様々な鮎

料理が食べられます。 

【入漁券】漁協及び釣具店などで販売※詳細はお問合せ下さい。 

揖保川漁業協同組合 

℡:0790-62-6633 

千種川漁業協同組合 

℡:0791-52-0126 
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宍粟 50 名山ふれあ

い登山会 

5 月 26 日（日） 

市役所 集合 

 

東山（波賀町） 

【駐車場】 

宍粟市市役所 

約 100 台 

宍粟 50 名山の PR や参加者とのふれあいを通じ交流を図ります。 

実施日の１ヶ月前より受付開始。参加費 1,000 円 記念品あり 

 

※集合時間等の詳細はお問合せください。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

クリンソウまつり 5 月 18 日（土）～

6 月 9 日（日）まで

の土日（予定） 

ちくさ高原 

（千種町西河内） 

国内最大級の群落、ちくさ高原のクリンソウの開花にあわせて地元

団体によるクリンソウまつりが開催されます。 

※詳細未定 

ちくさええとこセンター 

℡:0790-71-0230 

【揖保川流域】 

第 1３回渓流魚釣り

大会＆渓流魚とのふ

れあい体験 

※詳細未定 

5 月 19 日（日） 

（予定） 

揖保川流域 

 

揖保川流域で魚釣り大会を行います。水生動物の生態及び河川環境も知

っていただき競技もお楽しみください。 

集合場所：揖保川漁業協同組合駐車場（山崎町五十波 1013） 

※参加申込みが必要です。詳しくはお問合せください。 

揖保川漁業協同組合 

℡:0790-62-6633 

 

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 

【4 月】4 月 6 日（土）皇帝ダリヤを育てよう 4 月 7 日（日）森の窯焼きピザづくり 4 月 13 日（土）ウグイス笛を 2 種類作ろう  

4 月 14 日（日）くにみ探検隊（春の自然観察会）棒焼きパンも焼こう 4 月 20 日（土）遊歩道の整備 4 月 21 日（日）スミレ観察会  

4 月 27 日（土）工作教室 ミニ鯉のぼり作り 4 月 28 日（日）自然薯を植えて育てよう 

【5 月】5 月 5 日(日)国見の森 カメさんハイキング 5 月 5 日(日)蝶と植物観察会 5 月 11 日(土)お茶摘みとお茶づくり 5 月 18 日(土)竹飯づくりと竹筒ハンバー

グ作り 5 月 19 日(日)マツタケ山を整備しよう 5 月 25 日(土)糸のこで操り人形を作ろう 5 月 26 日(日)木工をしよう 本立て・ペン立て 

 

宍粟の花めぐり※開花時期は天候等により変わりますのでお出かけの前にご確認ください。 

本谷のミツマタ 

（一宮町東河内） 

３月～４月上旬頃 県道8号線の坂の辻峠の道路沿いにある西播磨花の郷にも認定され

ている名所。杉林の中、急斜面に群生しています。球形に集まった

かわいい小花からは甘い香りが漂い、訪れる人々を楽しませてくれ

ます。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

夢公園の桜 

（山崎町中広瀬） 

４月上旬頃～中旬頃 市内の憩いの場であり、様々なイベント会場になっている夢公園。

ところどころにベンチがあり、お花見やピクニックに最適です。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 
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西深の桜並木 

（一宮町西深） 

４月上旬～中旬頃 県道６号線、下三方信号を西へすぐ。約 900ｍにわたり約 100 本

の桜並木が続きます。 

４月 7 日（日）より桜の開花時期頃までライトアップを行います。 

ライトアップの時間：18 時 30 分～22 時 ※詳細未定 

※詳しくはお問合せ下さい。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

正福寺桜・五色椿 

御形神社 

（一宮町森添 280） 

４月中旬～５月上旬頃 正福寺桜は兵庫県固有の珍しい品種で、４月中旬に見頃を迎えます。

正福寺桜のあとは、同じ枝に紅・ピンク・白など複数の色を付ける

五色椿の見頃へと移ります。 

御形神社  

℡:0790-74-0013 

 

千年藤 

大歳神社 

(山崎町上寺) 

【臨時駐車場】 

約 700 台 

※大歳神社には駐車場はござ

いません。臨時駐車場の詳細

は「しそうツーリズムガイド」

の HP をご覧ください。 

４月下旬～５月上旬頃 

 

 

 

 

天徳 4 年（960 年）に地元の与右衛門によって植えられたとされ

るノダフジは地元の方々の撫育管理のおかげで、千年という時を経

て今もなお、樹勢を維持しております。まさに奇跡の「千年藤」は

県の天然記念物に指定され、平成 13 年には環境省のかおり風景百

選」にも選ばれました。むらさき色に長く垂れ下がる藤の花房と芳

香なる藤の香りは訪れる人々の心を和ませてくれることでしょう 

※東京歌舞伎の大緞帳 題名「高山麗花」に、染色家 大脇一心先

生による「千年藤」が描かれています。 

※詳細未定 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

月曜定休日 

りんごの花 

原観光りんご園 

（波賀町原 560-1） 

４月下旬～５月上旬頃 3.6 ヘクタールの敷地に植えられた約 1500 本のりんごの木に桃

色がかった白い花が開花します。りんごの花の甘い香りが漂います。 

※リンゴの花の開花時期につきましては 4月22日前後にお問合せ

下さい。 

原観光りんご園 

℡:0790-75-3600 

東山シャクナゲ園 

フォレストステーション波賀

（波賀町上野 1799-6） 

４月下旬～５月上旬頃 

（４月 2７日（土）頃開園予定） 

約 50 品種 1300 本のシャクナゲが、赤・白・ピンクと彩ります。 

駐車場からは歩いて行けますので、フォレストステーション波賀に

お越しの際はぜひお立ち寄りください。 

フォレストステーション波賀 

℡:0790-75-2717 

ブルーベリーの花 ４月上旬～中旬頃 

原観光りんご園（波賀町原 560-1） 

４月中旬～５月上旬頃 

道の駅みなみ波賀（波賀町安賀 8-1） 

大豆ほどの小さな釣り鐘のようなかわいい花をたくさんつけます。

花期のあとは実がふくらみ７月～８月頃に収穫の時期を迎えます。 

※開花時期につきましてはお問合せ下さい。 

原観光りんご園 

℡:0790-75-3600 

道の駅みなみ波賀 

℡:0790-75-3999 
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クリンソウ群生地 

（天児屋たたら公園・ちくさ

高原：千種町西河内） 

５月中旬～６月中旬頃 

(ちくさ高原スキー場方面北上) 

【駐車場】 

(千種町西河内付近) 

兵庫県の絶滅危惧種に指定されるクリンソウ。一般公開エリアを拡

大し、遊歩道を整備するなど子どもからお年寄りまで楽しめるよう

になりました。 

ちくさええとこセンター 

℡:0790-71-0230 

 

一宮町花めぐり 

いちのみや花めぐ

り 

3 月～4 月下旬頃 ◇【宮山市民の森の桜】3 月下旬～4 月上旬 

道の駅「播磨いちのみや」(須行名 510-1)と「伊和神社」(須育名 407)から徒歩 5 分程度 

◇【一宮市民局の桜並木】3 月下旬～4 月上旬 

「センターいちのみや」(東市場 387-9)から「一宮市民局」(安積 1347-3)裏手の市道沿い 

◇【本谷のミツマタ】3 月下旬～4 月上旬 

県道 8 号線の坂の辻峠の道路沿いにあるミツマタの名所。(西河内・本谷付近) 

◇【山田の棚田の桜】4 月上旬～4 月中旬 

 棚田の農道に桜並木あり(東河内・山田付近) 

◇【福知抜山の桜】4 月上旬～4 月中旬 

山とのコントラストが綺麗です。(福知・抜山付近) 

◇【安積発電所の桜】3 月下旬～4 月上旬 

揖保川河川沿いにあるので目を引き付けられます。「安積発電所」(安積７５５付近) 

◇【西深の桜並木】4 月上旬～４月中旬 

揖保川河川沿いに約 100 本の桜並木。４月 7 日（日）より桜の開花時期頃までライトアップを行います。ライトアップの時

間：18 時 30 分～22 時  (西深付近) 

◇【御形神社正福寺桜・五色椿】桜 4 月中旬頃 椿 4 月下旬頃 

桜の見頃を過ぎたら 5 色の椿が見頃を迎えます。「御形神社」(森添 280) 

◇【倉床ふれあい広場の桜と水仙とふれあいの水】4 月中旬～4 月下旬 

桜・水仙の花が同時に楽しめます。「ふれあいの水」(倉床 県道 6 号線付近) 
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旬の食材 

葉わさび 

 

２月下旬～4 月下旬頃  

土万ふれあいの館 

2 月下旬～5 月頃 道の駅みなみ波賀 

（時期により前後する場合があります） 

宍粟で収穫された葉わさびや葉わさびを使った加工品が市内の販

売所などで販売されます。 

土万ふれあいの館 ℡:0790-67-0359 

水曜定休日 

道の駅みなみ波賀 ℡:0790-75-3999 

 

わさび寿司 ２月下旬～５月頃まで 宍粟の美味しい水と土万の肥沃な土壌で育った葉わさびをふんだ

んに使った「特産わさび寿司」をお楽しみください。 

土万ふれあいの館 ℡:0790-67-0359 

水曜定休日 

 

アマゴ料理 

 

3 月～5 月下旬頃まで 

（※楓香荘・道の駅みなみ波賀では年中） 

3 月 1 日アマゴ釣り解禁とともに市内飲食店ではアマゴ料理を提

供します。塩焼き・唐揚げなどこの時期ならではの旬の味をご堪能

ください。「四季旬菜 和」では南蛮漬けを提供しております。 

 

鮎茶屋 正起   ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和   ℡:0790-62-1120 

楓香荘      ℡:0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡:0790-75-3999 

など 
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■ 発表項目 

① 引原ダム 60 周年記念 フォトコンテスト作品展開催 

② 日本酒発祥の地で楽しむ「森林
も り

の宴」開催 

 

■ 概要 

① 引原ダム 60 周年記念 フォトコンテスト作品展開催  

   引原ダム 60 周年記念事業の一環として、写真を通じて四季折々のダムのある風景を魅力

ある観光資源として広く紹介するとともに、ダムの役割を再認識してもらう機会とするため、

フォトコンテストが開催されました。 

   このたび、コンテストの入選者が決定したので、作品展が開催されます。 

   多くの皆様に足を運んでいただき、四季折々の引原ダムを目で見て実感してください。 

 

期間：平成 31 年 3月 23 日（土）～4 月 7 日（日） ※木曜日を除く 

時間：9：00～16：00 

場所：しそう森の案内所（道の駅はが内） 

☞【お問合せ先】 

     兵庫県西播磨県民局 龍野土木事務所 河川砂防課 

    TEL 0791‐63‐5216 

   

② 日本酒発祥の地で楽しむ 「森林の宴」開催  

   「日本酒発祥の地宍粟」所以の一宮町にある庭田神社。このたび、「森林の宴」と称

して、庭田神社近くで日本酒を楽しむイベントを開催します。宍粟市吹奏楽団

「Mokumoko」による木管アンサンブルコンサートもあります。 

  日本酒を飲みながら、宴を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

   日時：平成 31 年 4 月 13 日（土）12 時～14 時 

   場所：染河内ふれあい公園（※庭田神社となり）※一宮町能倉 1286 

   内容：チラシ参照 

   交通：マイクロバス送迎あり 

   前売り：前売り券はしそう森林王国観光協会 で販売中 

 

 ＜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：2019年３月 18日 

報道関係者各位 
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■ 発表項目 

③ 第 31 代しそう森林王国女王決定！ 

■ 概要 

宍粟市やしそう森林王国の知名度アップ・イメージアップを図るため、宍粟市の魅力ある観光資源

を市内外に積極的に発信・PR していただく「第 31 代しそう森林王国女王」２名が決定しました。 

任期は平成 2019年 4 月 1 日～2020年３月 31 日の 1年間で、市内外の様々な催しや行事で宍

粟市を PR していただきます。 

また、宍粟５０名山などの登山会や森林セラピーなど宍粟市らしいアウトドアイベントにも対応で

きるように、制服に加え、モンベルのアウトドアウェア一式を進呈しています。 

 

・活動予定：最初の活動予定は４月 21 日の「さつきマラソン大会」です。 

 

●女王プロフィール 

名前 日下 ゆか（くさか ゆか） 岩原 怜奈（いわはら れいな） 

年齢 24 歳 19 歳 

勤務先 宍粟市役所 西兵庫信用金庫 

出身 波賀町 山崎町 

趣味・特技 
お笑い番組観賞・カラオケ 

バレーボール 
スポーツ・料理 

志望動機 

 生まれ育った宍粟市の魅力をた
くさんの人に知ってもらう活動に
携われることに魅力を感じまし
た。 
 また、活動を通して、自分自身
も宍粟市の良さを再発見できる良
い機会になると考えています。 
 明るく元気なことが取り柄で
す。私らしく頑張りたいと思いま
す。 

 私は宍粟市山崎町で生まれ育ちま

した。緑豊かなこの宍粟市が大好き

で、高校も地元に通い、職場も地元

を選びました。 

 そんな宍粟市に貢献したく、持ち

前の明るい笑顔で地域活性化のため

に頑張ります。 

 

 

 ＜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：2019年３月 18日 

報道関係者各位 
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