
 

 
３月宍粟市定例記者懇談会 

 

 

日時 令和２年３月 17 日（火）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 発表項目 

なし 

 

 

４（公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）第 32 代しそう森林王国女王決定 …１ 

（２）小雪誘客促進事業（宿泊者支援）実施中 …２ 

（３）まぼろしの酒「三笑」蔵出式開催 …２ 

（４）その他イベント情報４月～５月 …４ 

 

 

 ５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和２年４月 17 日（金）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 



■ 発表項目 

①第 3２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 32 代しそう森林王国女王」２名が決定しました。 

任期は 2020年 4 月 1日～2021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ます。 

最初の活動予定行事は、４月 6日（月）14時～［まぼろしの酒「三笑」蔵出式］です。 

  ※ほか活動を依頼される場合は、観光協会事務局までお問い合わせください。 

 

 

●女王プロフィール 

名前 姫路 かおり（ひめじ かおり） 田中 美有（たなか みゆう） 

年齢 26 歳 25 歳 

勤務先 株式会社 PAGE 宍粟市役所 

出身 一宮町 安富町 

住まい 一宮町 山崎町 

趣味・特技 
雑貨・お菓子作り 

楽器演奏 
食べ歩き 
剣道 

志望動機 

 転職を機に宍粟へと戻ってきま
した。 
 現在、宍粟市吹奏楽団やよいま
ちサポーターとして、市内のイベ
ント等で活動をしています。 
 その中で私に出来る事があれば
やってみようと思い、応募しまし
た。 

高校・大学の 7 年間は西宮市で過

ごし、就職を機に地元へ帰ってきま

した。 

 市外・市内問わず、たくさんの人

に宍粟市の魅力を知ってもらいたい

と思い、応募しました。 

 

  

＜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：2020年３月 17日 

報道関係者各位 
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■ 発表項目 

②少雪誘客促進事業（宿泊者支援）実施中【再掲】 

③まぼろしの酒「三笑」蔵出式開催 

 

■ 概要 

① 今冬の雪不足により但馬・播磨地域のスキー場において、観光客の入込が大幅に減少した

ことから、兵庫県内のスキー場を有する市町で宿泊者支援事業が実施されています。 

多くの方に長く宍粟市に滞在してもらえるよう、今回、市内対象宿泊施設に宿泊される方に

対して、【一人 1 泊 2,000 円／最大 5 泊まで】の割引をさせていただきます。 

ゆったりとした自然の中での温泉や地元食材を使った美味しい鍋料理など、冬の宍粟の癒

しをぜひこの機会にお得なプランでお楽しみください。 

   

 ★割引内容 

  【一人 1 泊 2,000 円／最大 5 泊まで】 

     ※期間は、2020 年 3 月 31 日チェックアウト分まで。 

※定員に達した場合、終了することがあります。 

※対象宿泊施設は別紙のとおり。対象プランなどの詳細は各施設にお問合せ下さい。 

     ※楽天トラベル HP 特設サイト「はる得ひょうご」でも紹介しています。 

 

 ② 宍粟市山崎町で約 40 年前まで造られた地酒「三笑」が地元の 2 酒造（老松酒造・山陽盃

酒造）の醸造で 2 年前に復活し、今年もその蔵出式が「庭田神社」で開催されます。 

   飲み方良し、造り方良し、世間良し、三方笑顔の銘酒「三笑」は、宍粟市でしか飲めない、

買えないお酒です。ぜひ「日本酒発祥の地“宍粟”」でご賞味ください。 

 

   日時：令和 2 年 4 月 6 日（月）14 時～ 

   場所：庭田神社（宍粟市一宮町能倉 1286） 

      ※関係者のみの参加になります。 

 

 ＜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：2020年３月 17日 

報道関係者各位 
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施設名 住所 電話番号

1 スポニックパーク一宮　国見の丘山荘 宍粟市一宮町東市場1090-3 0790-72-1331

2 いろりの宿　木の助 宍粟市一宮町福知1536 0790-74-1441

3 山崎旅館Ｑ 宍粟市山崎町山崎10 079-336-1002

4 川辺の宿　菊水 宍粟市山崎町庄能392 0790-62-1120

5 伊沢の里 宍粟市山崎町生谷214-1 0790-63-1380

6 星と森の宿　ちぐさ山荘 宍粟市千種町鷹巣24-2 0790-76-3333

7 東山温泉メイプルプラザ 宍粟市波賀町上野1799-6 0790-75-2717

8 さつき荘 宍粟市山崎町千本屋333 0790-62-8333

9 たかのす東小学校 宍粟市千種町鷹巣519-2 080-8500-5535

10 ちくさ高原スキー場(ロッジちくさ) 宍粟市千種町西河内1047-218 0790-76-3555

11 東山コテージ村 宍粟市波賀町上野1799-6 0790-75-2717

12 碧雲 宍粟市山崎町山崎41 0790-62-1177

13 Country side 宍粟市山崎町片山156 0120-89-2172

14 ペンション　空とさんぽ 宍粟市山崎町上ノ1110-22 0790-65-0601

🈟15 旅館　瀧長  宍粟市千種町黒土134-5 0790-76-2300

宍粟市内対象宿泊施設（R2.3.17現在）
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宍粟市イベント情報 ４月～５月    この情報は３月 15日現在のものです。 

                       イベントは中止になる場合があります。 
行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

原不動滝山開

き 

４月１日(水) 

 

原不動滝（波賀町

原） 

午前８時から不動滝入口に

ある不動尊で安全祈願祭が

行われたあと、山開き、滝開

きとなります。安全祈願祭

は神事の為、一般参加や見

学等はできません。 

原不動滝は氷ノ山後山那岐

山国定公園内にあり、日本

の滝百選の一つ。男滝は落

差 88ｍの県下最大の名瀑。

男滝と源流を異にする女滝

が寄り添うように同じ滝壺

に落ちていることから、恋

愛成就や出会いを呼び込む

「幸福の滝」とも呼ばれて

います。 

しそう森林王国

観光協会 

℡0790-64-0923 

 

原不動滝オー

トキャンプ場 

リニューアル

オープン 

４月１日(水) 

▶営業期間４

月１日～11 月

30日 

 

原不動滝オート

キャンプ場(波賀

町原) 

原不動滝オートキャンプ場

がリニューアルオープンし

ます。デイキャンプ場のス

ペースが 1.5 倍の広さにな

りました。周辺にブルーベ

リー園やりんご園などがあ

ります。 

原不動滝観光組

合 

℡0790-75-3600 

葉わさび山菜

まつり 

４月 11日～

12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 

葉わさびの魅力を広めたい

と波賀町斉木地区の住民グ

ループが畑で栽培し収穫し

た葉わさびを巻き寿司や醤

油漬け、粕漬などに加工し

販売します。ほかにも葉わ

さびの苗の販売や、ワラビ、

タラの芽、自然薯など山菜

や地元の特産品の店頭販売

も行われます。 

・詳細は未定です。 

 

道の駅みなみ波

賀 

℡0790-75-3999 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

森のてづくり

市 in山崎６th 

４月 26日(日) 

10時～16時 

小雨決行 

中止の場合、

SNSにて７時

にお知らせ 

伊沢の里ふるさ

と広場(山崎町生

谷 214-1) 

▶駐車場約 350台 

 

発酵のふるさと宍粟ならで

はの発酵料理などのほか、

鹿革のクラフト雑貨やアロ

マワークショップなども楽

しめます。また、新しい仲間

としてタイからの移住者の

スイーツ、サスティナブル

な社会を目指すミツロウエ

コラップのお店も登場。マ

イバッグとピクニックシー

トを持って、気持ちのいい

春のひとときを過ごしませ

んか。 

 

森のてづくり市

実行委員会 

℡0790-62-8792 

楓香荘  春の

ミニウォーク

ラリー 

 

４月下旬～５

月上旬 

10時～16時 

日程未定 

楓香荘周辺（波賀

町原） 

▶駐車場約 100台 

楓香荘を出発して、周辺の

原不動滝からりんご園まで

を巡るウォーキングスタン

プラリー。思川桜、新緑の原

不動滝、可憐なりんごの花

などが楽しめます。楓香荘

フロントで台紙をお渡しし

ます。達成者にはミニプレ

ゼントがあります（随時参

加可・参加無料）。 

・詳細は未定です。 

 

楓香荘 

℡ 

0790-75-2355 

 

山菜祭り ５月上旬予定 

山菜の収穫に

よるため日程

未定。前月に

変更の可能性

あり。 

道の駅ちくさ(千

種町下河野 745-

5) 

 

地元で採れる山菜を一番美

味しい時期に味わうおまつ

りです。山菜天ぷらや手作

りとうふなどのほか、シカ

肉ドッグフードの販売もあ

ります。 

 

道の駅ちくさ  

℡0790-76-3636 

(木曜定休) 

板馬見山開き

登山大会 

 

 

 

５月３日(日) 

▶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） 

恒例の板馬見山開きにとも

ない登山大会があります。 

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。 

板馬見保存会 

℡0790-76-2427 

(高山) 

℡0790-76-2768 

(妙見) 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

2020 春の東山

まつり 

 

５月５日(火・

祝）時間未定 

フォレストステ

ーション波賀（波

賀町上野 1799-6） 

▶駐車場約 170台 

東山シャクナゲ園はフォレ

ストステーション波賀の敷

地内にあり、50種 1300本

のシャクナゲが山の斜面い

っぱいに赤、白、ピンクの

華麗な花を咲かせます。 

シャクナゲ鑑賞会をはじめ

東山登山会（要予約）や竹

とんぼ大会など子どもも参

加できる体験イベントのほ

か食のブースや原木しいた

けの販売もあります。 

・詳細は未定です。 

春の東山まつり

実行委員会 

℡0790-75-2717 

第 14回渓流

魚釣り大会＆

渓流魚とのふ

れあい体験 

５月中旬頃 

日程未定 

 

市内揖保川流域 

▶集合場所 揖保

川漁業協同組合

駐車場（山崎町

五十波 1013） 

揖保川流域で行う魚釣り大

会です。水生動物の生態及

び河川環境を学びながら競

技も楽しめます。 

・詳細は未定です。 

揖保川漁業協同

組合 

℡0790-62-6633 

揖保川・千種

川鮎釣り解禁 

５月 26日(火) 

千種川流域は

５月 30日

(土)の予定、

変更の可能性

あり。 

市内揖保川・千種

川全流域 

鮎の友釣り発祥の地「揖保

川」、清流「千種川」には

遠方から多くの太公望が訪

れます。入漁券は漁協や釣

具店などで販売します。 

▶揖保川 年券 13,500円・

日券 3,500円▶千種川 年券

13,700円・日券 3,200円

(千種川の漁券は予定金額

です。) 

▶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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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

ちくさクリン

ソウまつり 

５月下旬～６

月上旬 

開花状況によ

り日程変更の

可能性あり 

ちくさ高原（千種

町西河内 1047-

218） 

クリンソウの開花に合わせ

て開催されるおまつりで

す。土日には出店もありま

す。兵庫県の絶滅危惧種に

指定されているサクラソウ

科のクリンソウは下から順

に段になって咲く姿がお寺

の九輪に似ていることから

名づけられました。国内最

大級のクリンソウ群生地で

あるちくさ湿原には約 40

万株のクリンソウが自生し

ています。森林浴を楽しみ

ながらでクリンソウが鑑賞

できます。 

・詳細は未定です。 

ちくさええとこ

センター 

℡0790-71-0230 

この情報は３月 15日現在のものです。 

                       イベントは中止になる場合があります。 

 

 

県立国見の森公園活動プログラム   

県立国見の森公園（山崎町上比地 374）℡:0790-64-0923/月曜休園     

＜４月＞ 

▶４日(土)スミレ観察会 ▶５日(日)山野草を楽しもう ▶11 日(土)五感のてらこや(春の国見 自然観

察会) ▶12 日(日)森のそば打ち教室 ▶19 日(日)遊歩道の整備 ▶25 日(土)ミニ森林セラピー体験と

具入り棒焼きパン作り ▶26日(日)自然薯を植えて育てよう 

＜５月＞ 

▶３日(日)蝶と植物観察会 ▶４日(月・祝)８連発輪ゴム鉄砲をつくろう ▶５日(火・祝)国見の森 カ

メさんハイキング ▶５日(火・祝)昔懐かし 柏餅作り ▶９日(土)山野草を楽しもう ▶16 日(土)お

茶摘みとお茶づくり ▶17 日(日)竹飯づくりと竹筒ハンバーグ作り ▶23 日(土)糸のこ教室(組木パ

ズル作り) ▶23 日(土)アサギマダラの舞う森づくり ▶24 日(日)ミニ森林セラピー体験と竹筒ご飯

でカレー作り ▶30日(土)初夏の森のきのこ観察会 ▶31日(日)栗園の整備 

この情報は３月７日現在のものです。 
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宍粟の花巡り      開花時期は天候等により変わります。お出かけ前にご確認ください。 

本谷のミツマタ 

 

３月中旬～４月上旬 

本谷（一宮町東河

内） 

一宮町本谷地区のミツマタ群生地

は県道８号線、坂の辻峠の道路沿

いにあり「西播磨花の郷」にも認

定されている名所です。杉林の急

斜面の足元を埋めつくして咲く群

生地に分け入ると、辺りにはミツ

マタの甘い香りが漂います。 

万葉集に「春さればまず三枝（さ

きくさ）の幸（さき）くあれば」

と詠まれるように、三叉に分かれ

た枝の先に蜂の巣のような形の黄

色い花が咲きます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡0790-64-0923 

（月曜定休） 

夢公園の桜 

 

４月上旬～中旬 

夢公園(山崎町中広

瀬) 

 

 

宍粟市役所西隣にある夢公園を囲

むように植えられた桜が満開を迎

えると、家族連れなど花見の地元

市民らで賑わいます。夜間にはラ

イトアップも行われます。 

平成 23年には「西播磨花の郷」に

認定されました。 

ライトアップ期間は未定です。 

しそう森林王国観光

協会 

℡0790-64-0923 

（月曜定休） 

西深の桜並木 

 

４月上旬～中旬 

一宮町西深(県道６号

線、下三方小前信号

を西へすぐ) 

一宮町西深の揖保川沿いに続く、全

長約 900mにもおよぶ美しい桜並木。

夜間ライトアップも行われ、毎年４

月の第２日曜日に自治会主催の桜

まつりも開催されます。 

ライトアップ期間は未定です。 

しそう森林王国観光

協会 

℡0790-64-0923 

（月曜定休） 

 

正福寺桜・五色

椿 

 

 

４月中旬～５月上旬 

御形神社(一宮町森添

280) 

 

正福寺桜は兵庫県固有種。「キンキ

マメザクラ」と「ヤマザクラ」の

自然交配種で 50～100枚の花弁を

つける、半枝垂れの珍しい八重桜

です。県下最大で市の天然記念物

に指定されています。 

五色椿は品種の多い椿の中でも珍

しく、同じ枝に紅・白・桃色の３

色を基本に複数の色と変化に富ん

だ斑入りの花を咲かせます。正福

寺桜の後に五色椿へと見頃が移り

かわります。 

御形神社  

℡0790-74-0013 

 

8



千年藤 

 

４月下旬～５月上旬 

大歳神社(山崎町上

寺) 

大歳神社周辺に駐車

場はありません。臨時

駐車場をご利用くだ

さい。 

▶臨時駐車場 約700台 

▶期間 ４月 18 日～５

月６日 

▶場所「宍粟市立図書

館」付近(山崎町鹿沢

81) 

 

天徳４年（960年）に植えられたと

されるノダフジ、通称「千年藤」

は県の天然記念物に指定されてい

ます。境内を覆いつくさんばかり

に広がる藤と、長く垂れさがる花

房、芳香な甘い香りが訪れる人々

の心を和ませます。 

藤まつり期間中はライトアップも

あり、昼間と違う雰囲気を楽しめ

ます。 

▶ライトアップ期間４月 18日～５

月６日 

開花状況により期間変更の可能性

があります。 

しそう森林王国観光

協会 

℡0790-64-0923 

（月曜定休） 

りんごの花 ４月下旬～５月上旬 

原観光りんご園(波賀

町原 560-1) 

 

原観光りんご園では 3.4ヘクター

ルの敷地に約 1,100本 20種のりん

ごの木が植えられています。４月

下旬頃に王林のりんごの花が咲き

はじめると、その後５月上旬頃ま

で次々に桃色がかった白い花が咲

きます。園内はりんごの花の甘い

香りが漂います。 

原観光りんご園 

℡0790-75-3600 

シャクナゲ 

 

４月下旬～５月上旬 

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) 

 

 

約１ｈの山の斜面に 1300本 50種の

シャクナゲが植えられています。

「東山シャクナゲを咲かそう会」が

2010年から 1年に 300本ずつ植栽。

きれいに咲くようにと手入れを続

け、今年で 10年目を迎えます。 

シャクナゲ園はオートキャンプ場、

コテージ、日帰り温泉などがあるフ

ォレストステーション波賀の敷地

内にあります。斜面いっぱいに赤、

白、ピンクの花が咲きます。 

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 

原観光りんご園(波賀

町原 560-1) 

▶４月中旬～５月上旬 

道の駅みなみ波賀(波

賀町安賀 8-1) 

ブルーベリーはスズランに似たか

わいらしい小さな釣り鐘状の花を

咲かせます。白や薄ピンク色の花を

房状にたくさんつけ花期が終わる

と実がふくらみ、８月頃には色づい

て収穫の時期を迎えます。 

▶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 ５月下旬～６月上旬 

▶群生地 天児屋たた

ら公園（千種町西河

内 1048-38) 

▶ちくさ高原(千種町

西河内 1047-218) 

 

古くから自生している日本原産種

のクリンソウですが、最近は気候変

動・乱獲等で兵庫県の絶滅危惧種に

指定されています。山間部の美しい

水流のある場所、渓流付近や湿地等

に群生し、山野草の中でも特に美し

くかわいらしい花を咲かせるとい

われています。お寺にある「九輪」

のように花茎を中心に一段、二段と

重ねて円状に花を咲かせます。ちく

さ高原の群生地は国内で最も規模

の大きいクリンソウ群生地です。 

ちくさええとこセン

ター 

℡0790-71-0230 

この情報は３月７日現在のものです。 

 

旬の食材 

葉わさび ３月～５月頃(気候

により収穫時期が変

動する可能性あり) 

▶土万ふれあいの館  

２月下旬～４月下旬 

▶道の駅みなみ波賀 

３月～５月上旬 

葉わさびは市内の土万地区、波賀斉木

地区の畑で育てられ、その葉を収穫し

ます。葉わさびのほか、葉わさびの巻き

寿司、「鼻はじき」ともいわれる葉わさ

びの醤油漬けなどの加工品が市内の販

売所等で販売されます。 

▶土万ふれあいの館  

℡0790-67-0359 

▶道の駅みなみ波賀  

℡0790-75-3999 

アマゴ料理 ３月～５月下旬 

▶楓香荘・道の駅みな

み波賀では通年メニ

ュー 

３月１日のアマゴ釣り解禁とともに市

内飲食店でアマゴ料理が楽しめます。

塩焼きや唐揚げなど旬の味をご堪能く

ださい。 

「四季旬菜 和やわらぎ」では南蛮漬け

が、「楓香荘」では釜飯が味わえます。 

 

▶鮎茶屋 正起   

℡0790-62-3838 

▶四季旬菜 和やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

▶楓香荘（４月１日よ

り） 

℡0790-75-2355 

▶道の駅みなみ波賀  

℡0790-75-3999  

この情報は３月７日現在のものです。 
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