
 

 
４月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和２年４月 17 日（金）午後２時～ 

場所 市役所４階 会議室 

 

第１部 式典 

 

１ 「兵庫県立森林大学校の人材育成等への連携と協力に関する協定書」調印式 …１ページ 

２ 「宍粟市と株式会社姫路ヴィクトリーナとの包括連携・支援協力に関する協定書」 

お披露目式 …２ページ 

３  ＲＯＹＡＬ ＮＩＰＰＯＮ財団 マスク贈呈式 …５ページ 

 

第２部 定例記者懇談会 

 

１ 開  会 

２ 発表項目 

（１）新型コロナ「宍粟市の対策」 

①現金給付 児童一人２万円         …６ページ 

②信用保証料 全額を助成       …７ページ 

③生活困窮世帯児童らの食費支援   …８ページ 

④シフト勤務制導入 今日 17 日から  …９ページ 

⑤飛沫防止パネル 今日 17 日設置     …10 ページ 

⑥その他の状況資料         …11 ページ 

（２）いちのぴあ４月 20 日オープン      …14 ページ 

 

３ （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）しそう観光フォトアワード「ミライエシソウ 2019」入賞作品決定 …17 ページ 

（２）その他イベント情報５月～６月     …23 ページ 

  

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和２年５月 19 日（火）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 



 

 

宍粟市報道発表               令和２年４月 17 日 

 

森林大学校の人材を育成 

三者が連携協定を締結 
 

概 要 

 

 市と兵庫県立森林大学校、兵庫森林管理署の三者が「兵庫県立森林大学

校の人材育成等への連携と協力に関する協定」を締結します。 

 市と兵庫森林管理署がこれまで行ってきた森林大学校への講義等の支

援に協定の連携等を追加することで幅広い林業系の人材が育成できるこ

とが期待されます。 

 

締結日 令和２年４月 17日 

 

協定締結者 

・兵庫県立森林大学校長 築山 佳永 

・兵庫森林管理署長   石上 公彦 

・宍粟市長       福元 晶三 

 

協定期間 令和２年４月 17日～令和７年３月 31日 

 

連携及び協力する内容 

１ 実習、研究等のためのフィールド提供 

２ 人材育成のための講師派遣 

３ ＩＣＴ等の林業の効率化につながる技術の普及 

４ 森林環境教育などその他森林・林業の普及 

５ 就業体験など職業意識向上のための諸活動 

６ その他、上記の目的に資するため必要と認めた事項 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 林業振興課 担当 中村 仁志 ℡ 0790-63-3065 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

 

市とヴィクトリーナが協定 
 

概 要 

 

女子バレーボール「ヴィクトリーナ姫路」を運営する「株式会社姫路ヴィ

クトリーナ」と市が「宍粟市と株式会社姫路ヴィクトリーナとの包括連携・

支援協力に関する協定」を４月１日に締結したので報告します。 

同チームは平成 28年３月に発足した姫路市に本拠地を置くプロクラブチ

ームで、現在Ｖ１リーグで活躍中です。 

当市は播磨圏域連携中枢都市圏の８市８町による「ヴィクトリーナ姫路

を応援する首長の会」に参加しています。 

  

連携と支援協力する内容 

・チームを応援する「しそうＶィック応援隊」を発足 

・ヴィクトリーナ姫路による少年少女バレーボール教室の開催 

・オフシーズンのミニキャンプを市内施設で実施し、紅白戦等を公開 

・健康増進イベントへの協力  など 

  

昨年度の活動の様子 

昨年６月にスポニックパーク一宮体育館でヴィクトリーナ姫路の選手ら

が指導するバレーボール教室を実施しました。 

 

昨年の教室の様子 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属  市民協働課 担当 前田 裕作 ℡ 0790-63-3210 

  兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

ＲＯＹＡＬ ＮＩＰＰＯＮ財団 

マスク１万枚を寄贈 
 

概 要 

 

ＲＯＹＡＬ ＮＩＰＰＯＮ財団が、新型コロナウイルス感染症対策とし

てマスク１万枚を市へ寄贈されます。 

 当市の出身で、同財団の相談役である小倉基宏様から感染症予防に役立

ててほしいと寄付の申し出がありました。 

 一般財団法人「ＲＯＹＡＬ ＮＩＰＰＯＮ財団」は「みんなが、みんな

を支える社会」を理念に掲げる団体です。 

 

 

寄贈日 令和２年４月 17日 

寄贈者 一般財団法人 ＲＯＹＡＬ ＮＩＰＰＯＮ財団 

    代表理事 毛利康成 氏 

内 容 サージカルマスク １万枚 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 消防防災課 担当 田村 純司 ℡ 0790-63-3119 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

新型コロナ対策 

現金給付 児童一人２万円 
 

概 要 

 

 新型コロナウイルス感染症対策として、対象児童一人につき現金２万円

を給付します。子育て世帯の経済的負担を軽減することが目的です。 

 

 

事 業 名  しそうのこども生き活き応援金 

対 象 者  児童手当を受給している人（特例給付金受給者を除く） 

対象児童数  約 4,500人 

支 給 額  対象児童１人につき 20,000円 

予 算 規 模  総額 9,000万円 

そ の 他  支給時期は、国の子育て世帯への臨時特別給付金制度に

準じます。 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 
所属 企画総務部 

健康福祉部 

担当  坂根 雅彦 

    安井 洋子 

℡ 0790-63-3066 

    0790-63-3067 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

新型コロナ対策 

信用保証料 全額を助成 
 

概 要 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じてい

る事業者の資金繰り支援のため、融資を受ける際の信用保証料の全額を助

成する制度を創設します。 

 信用保証制度とは、中小企業者等が金融機関から事業資金を借り入れる

場合に信用保証協会が公的な証人になり、中小企業等へ円滑に資金が供給

できる制度です。 

 信用保証協会は中小企業者等から信用保証料を受領し、融資が返済不履

行になった場合は金融機関に対して代行弁済決裁を行います。 

 

対 象 者 

セーフティネット４号、５号及び危機関連保証の市の認定を経て兵庫県

信用保証協会の信用保証を受けた事業者で、市税等を滞納していない人 

 

助成内容 

融資額に対する信用保証料の 100パーセント 

（１事業者あたり助成上限 110万円） 

 

市の認定期限 

令和２年６月５日 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 ひと・はたらく課 担当 西岡 公敬 ℡ 0790-63-3166 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

新型コロナ対策 

生活困窮世帯児童らの食費支援 
 

概 要 

 

新型コロナウイルス感染症対策による臨時休校で、給食が食べられなく

なった生活困窮世帯を対象に食費の支援を行います。 

 

 

事 業 名 要保護・準要保護世帯への食の安定支援事業 

対 象 者 要保護・準要保護世帯で小学１年生から中学３年生の 

子どもがいる保護者 

対象児童数 約 270人 

支 援 額 500円×給食欠食の日数 

支 援 期 間 令和２年３月から当面の間 

支 援 方 法 現金給付 

 

 
 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 
所属 教育委員会 

教育総務課 

担当 大谷 奈雅子 

進藤 美穂 
℡ 0790-63-3121 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

新型コロナ対策 

シフト勤務制導入 今日 17日から 
 

概 要 

 

宍粟市役所本庁と北庁舎に勤務する職員を対象に、４月 17日からシフ

ト勤務制を導入します。職員同士の接触機会を減らし、新型コロナウイル

ス感染のリスクを軽減させるのが目的です。 

 

 

対 象 者 正規職員 約 250人 

実 施 方 法  ２班体制 早番 ７時 30分～13時 15分 

遅番 13時 15分～19時 

実 施 期 間 令和２年４月 17日～令和２年５月６日 

そ の 他  

・市役所開庁時間は変更なし 

・５時間 45分勤務で２時間は自宅研修 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 総務課 担当 菅野 達哉 ℡ 0790-63-3000 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

新型コロナ対策 

飛沫防止パネル 今日 17日設置 
 

概 要 

 

 宍粟市役所の１階受付カウンターに新型コロナウイルスの感染を防ぐ

ための飛沫防止パネルを今日４月 17日に設置しました。 

 今後、全受付カウンターに設置を進めていきます。 

 

 

設置開始日  令和２年４月 17日 

設 置 数  16枚 

設 置 場 所  宍粟市役所１階 受付カウンター 

そ の 他  来庁者と一定の距離が保てるように、カウンターテーブ

ルの幅も広げてあります。 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 財務課 担当 谷本 供三 ℡ 0790-63-3125 

兵庫県宍粟市 
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臨時休校の状況と教職員の在宅勤務 
 

兵庫県教育長より令和２年４月 10 日付で県立学校長あてに「新型コロナウイルス感

染防止対策の強化について」通知した旨の通知を受け下記のことについて防止対策を強

化する。 

 

 

１ 小学校・中学校の臨時休業中の「登校日」を「登校可能日」とする 

（１） 臨時休業期間   令和２年４月９日（木）～令和２年５月６日（水） 

（２） 登校可能日     週１回午前中  ４月 30日（木） 

             ４月７日時点で登校日としていた４月 16日（木）、  

４月 23日（木）は休業日とする。   

（３） 家庭への依頼   児童生徒の不要不急の外出自粛、 

毎朝の検温及び風邪症状等の確認の徹底 等 

（４） 部活動       実施しない 

（５） 学校施設の目的外使用    貸出しない 

 

 

２ 教職員の在宅勤務の実施について 

（１） 学校長は教職員に特別休暇を促すとともに、特別休暇を含めて概ね半数を目処

に学校運営に支障の生じない範囲で、準備が整い次第、教職員の在宅勤務を進める

こと。 

    なお、実施にあたっては、校務上支障がないよう、通常の半分程度の教職員が

勤務していることが望ましい。 

(２) 在宅勤務を承認する場合は、勤務の開始及び終了を報告させる等、通常の勤務

と同様、職務専念義務を負うことの徹底を図るとともに、公務員として市民から 

  疑念や不信を抱かれることのないよう留意すること。 

 

(３) 市費負担教職員である重度肢体不自由児童生徒支援員、特別支援教育推進員、

学校用務員及びＡＬＴ（外国語指導助手）については新型コロナウイルス感染症

対策本部にて協議の結果、在宅勤務の対象とはしない。 

 

 

３ 幼稚園職員について 

  在宅勤務の対象とはしない。 
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お家でできる対策 
 

しそうチャンネル動画 

４月２日～８日 

・智子の健康づくりコーナー 新型コロナ体力づくり編１（１日３回放送） 

・正しい手の洗い方（１日６回放送） 

 

４月９日～15日 

・智子の健康づくりコーナー 新型コロナ体力づくり編２（１日６回放送） 

 

４月 16日から予定 

・お家でできる新型コロナ対策 手洗い・マスク作り方・消毒液作り方・しーたん体操（１

日６回放送） 

・智子の健康づくりコーナー 新型コロナ体力づくり編３（１日６回放送） 

 

市公式サイト 

１ 予防のポイント（咳エチケット、手の洗い方など） 

２ 消毒液の作り方 

３ 簡単マスクの作り方 

４ ごみの捨て方 

 

ネット動画「ユーチューブ」 

１ しそうチャンネル番組「手の洗い方」 

２     〃     「簡単マスクの作り方」 

３     〃     「消毒液の作り方」 

４     〃     「智子の健康づくりコーナー」 

５     〃     「しーたん体操」 

 

音声告知放送「しーたん通信」 

国の緊急事態宣言が兵庫県に発令されています。不要不急の外出は控え、手洗いと咳エチケ

ットを徹底しましょう。また、十分な睡眠と栄養ある食事を心がけ免疫力を高めましょう。 
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４月 13日発表資料 

宍粟市報道発表               令和２年４月 13日 

 

新たに市内医療機関などへ 

備蓄マスク８万枚を提供 
 

概 要 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、市が備蓄するマスク

を新たに次のとおり提供します。社会活動の維持を図るために要する市内

医療機関などを対象としています。 

 

実施日時  令和２年４月 14日（火）※随時 

 

提供先等 

１ 市内の民間医療機関（歯科医院含む）３３施設８，２５０枚 

２ 市内の福祉施設（訪問看護含む）１１７施設４４，４００枚 

３ 宍粟市商工会（食料品店・銀行・工場・事務所他）２０，０００枚 

４ 私立保育園１０園５，０５０枚   合計：７７，７００枚 

 

 これまでの提供数量等【参考】 

１ 民間医療機関４，９００枚 

２ 学校園所（学童等含む）１２，０００枚 

３ 福祉施設４，３００枚    合計２１，２００枚 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 
所属：宍粟市新型コロナウ

イルス対策本部事務局 
担当 田村 純司 ℡：0790-63-3119 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年４月 17日 

 

地域づくりの新拠点 

いちのぴあ ４月 20日オープン 
 

概 要 

 

 行政窓口や図書館などの機能や多世代間交流が図られる交流スペース

などを備えた地域づくりの新たな拠点となる一宮市民協働センター、愛称

「いちのぴあ」が４月 20日にオープンします。 

公募したこの愛称には「いちのみや」と理想郷を意味する「ユートピア」

に仲間を意味する「ピア」を合わせ、心豊かな交流が図れる夢の施設にな

ってほしいという願いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 施設概要一覧 

担当者から 
行政機能だけでなく、市民が集える場として活用できる施設です。 

施設内にはホール、調理室、防音室など様々な部屋があります。 

問合せ先 
所属 一宮市民局 

まちづくり推進課 
担当 木村 壮志 ℡：0790-72-1000 

兵庫県宍粟市 

ぽっかぽか公園 

 

一宮市民協働センター 

「いちのぴあ」外観 
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一宮市民協働センター「いちのぴあ」 施設概要一覧

課名等 利用開始日 開館時間 休館日 問合せ先

まちづくり推進課 ☎72-1000

一宮生涯学習事務所 ☎72-2330

一宮保健福祉課 ☎72-2100

子育て支援センター 4月20日 9時～16時
土・日・祝日
・年末年始

☎72-2100

開館時間休館関係

施設名等 利用開始日 開館時間 休館日 問合せ先

図書室 5月10日 9時～19時
祝日、月末、
年末年始 ☎72-2330

貸部屋
【１階】
ホール、調理室、会議室１
【２階】
研修室１・２、
会議室２・３、
防音室、和室

4月24日 9時～22時
祝日、
年末年始

☎72-2330

もくもく広場（遊戯室） 4月20日
8時30分～
 17時15分

土・日・祝日
・年末年始 ☎72-1000

ぽっかぽか公園
（屋外ミニ公園） 4月20日 一般開放 ☎72-1000

※２階建ての鉄筋コンクリート棟と平屋建ての木造棟を組み合わせた温かみのあるデザ
インの建物になっています。各種行政窓口に加え、様々な用途に合わせて使える部屋が
あります。

4月20日
8時30分～
 17時15分

土・日・祝日
・年末年始
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事業概要　

■　事 業 名

■　工事概要

○　こども園　 園　　舎：木造平屋建　1380.89㎡（定員97名）

部屋配置：各保育室・遊戯室・子育て支援室・職員室・調理室

               教材庫・倉庫・更衣室・トイレ等

屋外遊技場：1016.36㎡（複合遊具・ブランコ・砂場・鉄棒等）

外構工事：アプローチ・スロープ・フェンス・テラス

               門扉・植栽・その他

構 造 材 ：宍粟材

○　設計監理費 　　　　     

■　工事期間 　　令和元年６月22日～令和２年3月16日（269日間）

　  9,018,000円

はりま一宮こども園 ４月３日オープン

はりま一宮こども園新築工事

　

　 404,800,000円○　工事請負額
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■ 発表項目 

しそう観光フォトアワード「ミライエシソウ 2019」入賞作品決定 

■ 概要 

しそう森林王国観光協会では、令和元年度に宍粟市内のイベント・自然風景などを撮影に訪れるカ

メラマンを対象としたフォトアワード「ミライエシソウ 2019」を開催しました。このフォトアワー

ドは、宍粟の観光資源の保全や来訪者の増加、また情報発信の一助にすることを目的としています。 

テーマを「未来へ」とし、未来へ繋ぐ宍粟の観光写真を「プリント部門」と「インスタ部門」の２

部門で募集したところ、総数 460 作品（応募者 115 名）の応募がありました。（応募締め切り令和

２年 2 月 29 日）今回、厳正な審査の結果、別紙のとおり入賞作品が決定しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・入賞作品展について 

入賞作品展を以下のとおり開催します。 

次回の予定はＨＰや Facebook 等でお知らせします。 

日程 場所 時間 

４日 24 日（金）～ 

5 月 31 日（日）予定 

※祝日は休館 

一宮市民協働センター（愛称：いちのぴあ） 

1 階 交流展示スペース 

9 時 00 分～ 

17 時 15 分 

 

 ＜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４月 17日 

報道関係者各位 

（入賞内容） 

★最優秀賞１作品・・・・・・・・・・賞状、賞金 15 万円＋ペア宿泊券 

●金賞３作品・・・・・・・・・・・・賞状、賞金３万円 

●銀賞５作品・・・・・・・・・・・・賞状、賞金５千円 

●銅賞 15 作品・・・・・・・・・・・賞状、宍粟市特産品セット 

〇インスタ賞 10 作品・・・・・・・・宍粟市特産品セット、入浴半額券 

※入賞作品については、ＨＰ「しそうツーリズムガイド」でご覧いただけます。 

 またＳＮＳ（Facabook、インスタグラム）でも発信していきます。 
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応募者・作品数
応募者数 応募作品数

プリント　部門 93 290

インスタ　部門 22 170

合計 115 460

重複応募があるため一致しない

○最優秀賞（１点）
賞 評

タイトル
部門

撮影場所
撮影者

作品

○金賞（３点）
賞

タイトル 黄金の森 音水湖に銀河 水辺の秋
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 本谷のミツマタ 音水湖 ちくさ高原
撮影者 髙橋　秀治 都倉　重忠 三井　正明

評

一宮町のミツマタを題材に撮影
された一枚。
綺麗に咲き誇るミツマタを見事な
構図バランスで捉えておりそこへ
配置された家族像もまた黄金の
森へ誘われたような物語性を巧
みに表現されていますね。
色調（色温度）・ソフトバランスも
上手く効果が働いており、この作
品によりいっそう神秘的な世界観
を演出しています。観に行ってみ
たくなる風景描写を見事に表現さ
れた素晴らしい作品ですね。

星がよく見える宍粟市の魅力を
見事に表現した素晴らしい作品
ですね。
満天の星空に重点を置いた構
図バランスで天の川を捉えた描
写にはとても迫力があり、湖畔に
佇む街明かりのネオンや星明か
りが水面に映し出され滲む様子
がとてもロマンチックで幻想的な
風景作品となっています。
まさに自然豊かで空気が澄み
切った宍粟市ならではの魅力を
表現した素晴らしい作品ですね。

千種高原の長閑な風景を捉えた
一枚。
日が差し込み輝く湖畔のススキと
その奥で鮮やかに色づく紅葉が
バランスの良い構図構成で映し
出されています。同じ撮影ポイント
を狙った作品応募も多かったで
すがこちらの作品はその奥に連な
る山々と稜線まで描かれており、
しっかりと洞察し考慮された構図
がこの穏やかな風景に壮大さを
上手く加味し表現されている素晴
らしい作品になっていますね。

作品

撮影者コメント

ミツマタという森を初めて見たくて家族で
大好きな宍粟へ場所も分かりやすかっ
たので訪れました。薄暗い森の中バラン
スよくこの花を見たときは感動しました。後
に調べたらお札の原料になってるのを知
り光り輝くこの世界は私にとって夢のようで
した。

宍粟市は大変空気澄み渡っており、星
空がはっきりと綺麗に見えることを多くの
皆様に知っていただきたくて撮影しまし
た。

2年程前のコンテストで見たこの場所に
行って見たくて訪れました。二番せんじか
も知れませんが少し広めに、そしてススキ
を入れて撮って見ました。

金賞

しそう観光フォトアワード　ミライエシソウ2019

　入賞作品（最優秀賞１点、金賞３点、銀賞５点、銅賞15点、インスタ賞10点）

最優秀賞

厳冬の渓谷 渓谷の雪景色を捉えた一枚。
まずはモノトーンの世界を軟調な
階調で描写してるにもかかわらず
見事なディティール描写で迫力あ
る作品に仕上げられていますね。
中央起点でシンプルな画角・構
図ですが、逆に、枝葉の一つ一
つにまで降り積もった雪を捉える
絞り込んだ質感描写が、観る人
を奥へ奥へと惹き込む力がスト
レートに働いていて、とても迫力の
ある作品に仕上がっています。
さらに露出・シャッタースピードも的
確で雪玉が程よく散りばめられた
幻想的な世界が、厳冬の宍粟
市に現れる魅力ある風景を見事
に表現しており、作者の感性を感
じる素晴らしい作品になっていま
すね。
受賞おめでとうございます。

プリント
宍粟市波賀町
清瀬　さと子

稀に見る暖冬の今年、少ない積雪のチャンスに恵まれ、美しい雪景色の渓谷の撮影ができました。
音なく降り続ける雪、遠くで鹿の声が響きわたり、何とも詩情がわきました。

撮影者コメント
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○銀賞（５点）
賞 銀賞 銀賞 銀賞

タイトル ずっと×３ 御旅所　屋台勢揃い フジまつりの街角で
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 音水湖カヌーまつり 伊和神社 藤まつり
撮影者 小林　紀之 斎寺　義則 竹内　克司

評

綺麗なグラデーションペイントの色
彩豊かなカヌーが一際目立つ
明るい作品ですね。
そのカラフルなカヌーが並ぶ中、
親子の微笑ましい様子が描かれ
ており、観る人をとても明るい気持
ちにさせてくれます。
向こうに見える光輝く湖へと、これ
から出かけるところなのか？ご家
族の楽しそうな様子に物語を感
じ、またその絆を色彩豊かなカ
ヌーを用い表現した素晴らしい作
品ですね。

秋季大祭での一コマ。
まずは、爽快な田園風景の中、
大きくそびえ立つ山々と人々の行
列を対比した引き画
の構図構成が大自然の中を生
きる人々の印象を深く感じさせてく
れる群像写真となっています。
堤防の斜面に伸びやかに映し出
された影が、人寸の小ささを補う
べく太陽に照らされた祭りの人々
の活力を印象づけてくれている気
持ちのいい作品ですね。

フジまつりでの一コマ。
祭りに訪れた子供達を腹話術で
楽しませている様子を捉えた一枚
ですが、演奏に合わせ歌ってい
るであろうこどもたちと、それを傍で
微笑ましく見守る人々の様子が
何の説明も必要としない観る人を
一瞬で温かい気持ちにさせてくれ
る作品となっていますね。
こうした心情風景はこの先も残して
いきたいと思わせてくれる素敵な
作品ですね。

作品

賞 銀賞 銀賞

タイトル ゆく秋 木蓮の咲く頃
部門 プリント プリント

撮影場所 木の谷　美国神社 一宮町上岸田
撮影者 藤原　裕司 三木　操

評

銀杏の葉が画面いっぱいに舞い
飛び広がる迫力のある作品です
ね。
こうした写真特有の瞬間的な面
白さはその機会、瞬間に巡り会わ
なければ生まれない魅力がありま
すね。
銀杏の木と鳥居を中心に据え、
左側半分を大きく空けた構図構
成ですが、予め銀杏の葉が颯
爽と飛び交う様子を想定した作
者の意図を感じます。
シャッタースピードや絞りも適切で
瞬間的に現れる素敵な風景を捉
えた作品となっていますね。

まずは見事なまでに咲き誇る木
蓮の花が目に飛び込んでくる素
敵な作品ですね。
古き良き佇まいの民家と木蓮の
木にクローズアップし、近景風景
で疎かになりがちな絞り込みもしっ
かりとされてて、ディティール描写
に優れた綺麗な宍粟の田舎風
景に仕上がっていますね。
天候状況に最適な露出判断が
木蓮の花の綺麗なピンク色を忠
実に表現していて、作者の撮影
時基礎技術のレベルの高さが伺
える素敵な作品ですね。

作品

撮影者コメント
たまたまこの神社を訪れたとき風
が強く、銀杏の葉が風に舞って
いました。

遠くからでも目に入り、近づいて
びっくり。これほどりっぱな木蓮の
花は初めて見ました。

撮影者コメント

優しそうに娘を見つめる七親の眼差し「こ
のままずっと時間が止まればいいなぁ」と
思えるような幸せな瞬間を切り取ることで
「未来へ繋ぎたいもの」を表現しました。

屋台が揖保川の土手に集結。
晴天の光が射して祭りが盛り上
がりました。

フジまつりの街角で腹話術のボラン
ティアと一緒に子ども達が鯉のぼりの
歌を唄い始めたのでかけつけて撮っ
た。
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○銅賞（15点）
賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 彼岸花の里 小滝不動 麦秋
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 一宮町杉田 一宮町嶋田 山崎町矢原
撮影者 三木　由子 表西　正満 西尾　めぐみ

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 護摩供祈願 大会の朝 （波賀森林鉄道）廃線後の半世紀
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 波賀町原 音水湖 中音水森林鉄道跡
撮影者 橋本　敏代 阿野　俊文 栗田　光雄

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 秋色の中で シラカバの森 星空にホタル舞う
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 最上山 ちくさ高原キャンプ場 一宮町下野田
撮影者 木村　千昭 小河　昌弘 三木　操

作品

撮影者コメント
ロダンの考える人ではないが秋の
紅葉の中、一人考えている姿が
印象的でした。

新緑のシラカバ林
夜になるまで、ほんとうにホタルが
いるか不安でしたが、飛び始めた
時はうれしかったです。

撮影者コメント
雨あがりで彼岸花が
よりあざやかに咲いてみえました。

コメントなし

撮影の帰り道、29号線山崎のまちなか
を避けて帰っていると、麦畑が道の両側
に広がっていました。近郊の種になる麦
との事でした。丁寧に耕作されていて、
他の地域にない美しい麦畑でした。

撮影者コメント

紅葉を撮りに行った波賀町で偶然、
紫燈護摩供祈願に出会えた。炎と
立ち上る煙の中、祈る僧侶と行者た
ち。厳かな行事を紅葉をバックに入
れて撮影。

氷ノ山へ行く通過点に過ぎなかったダム
湖が自分の中でこの夏変わった。連日
のように繰り広げられるカヌー競技に全て
参戦(？)して撮った写真が八千枚。青
い碧い湖にすっかり魅せられてしまった。

イオン山崎店での写真展を見て、
先人たちの築いた文化を確認し
たくなり現地に向かいました。
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賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 目覚めの刻 幻の滝・逆水の滝 紅梅に雪
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 板馬見山 氷ノ山 家原遺跡
撮影者 小林　紀之 松岡　潔 松本　高年

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 大きい秋、見つけた 力士塚春景 木戸を開けて
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 ちくさ高原キャンプ場 福知渓谷 波賀歴史伝承の家
撮影者 清瀬　さと子 久保田　修 松本　高年

作品

○インスタ賞（10点）
賞 インスタ賞 インスタ賞 インスタ賞

タイトル 山里の春 紅葉の黒土の滝 満開と満天
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 千種湿原 千種町黒土 一宮町東河内
撮影者 blue_daisy_11 siwagara kiyotora8455

作品

撮影者コメント

毎年ちくさ高原の九輪草の花便りを待ち
かねています。涼しく湿地でないと生えな
いそうです。上へ上へと伸びて先まで花
が咲く不思議な花です。

道路から滝を遠望すれば紅葉と
相俟って綺麗です。

山田の石垣の棚田で桜並木を撮影しよ
うと夜明けに到着。車を降りると満天の
星空に天の川。満開桜と一緒に撮影し
ました。

撮影者コメント

保存会の山伏の方々が行場を巡り、感
謝と安全祈願をしている場面は、山々に
生命を吹き込んでるように感じ岩場を山
の目に見立てて切り取りました。

高さ30mの素晴らしい滝です。陽の当た
り方によっては、美しい虹が出ます。氷ノ
山にありますが、車をとめてからは、10分
程で行けます。毎年行きます。

郷を見晴らせる丘に立地する紅葉の美
しい公園です。今冬は暖かく紅梅が咲
いた後の初雪でした。陽が差してくると明
るく、とても美しい光景で感動しました。

撮影者コメント

キャンプ場にあった青い建物が可愛
く、紅葉した木々の暖色とのコントラ
ストが面白かったので広角レンズで
撮りました。

春らんまんの力士塚は美しいです
ね。紅白の八重が青空に映えて、
力士たちをたたえているようでした。

茅葺き屋根、土壁、障子の木戸、今は少なく
なった土間等、全ての造りが美しい。
雨上がりに土間から見える風景と山茶花。
ノスタルジーを感じる場所です。
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賞 インスタ賞 インスタ賞 インスタ賞

タイトル エメラルドの引力 どぉぉ～～～！！ 紅葉とせせらぎ
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 明神滝 伊和神社 原観光りんご園
撮影者 blue_daisy_11 blue_daisy_11 kuria_rara

作品

賞 インスタ賞 インスタ賞 インスタ賞

タイトル 赤西渓谷 山椿 黄昏れに浮かぶ灯
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 赤西渓谷 原観光りんご園 一宮町東河内
撮影者 k_yajima2 saqra_26 kiyotora8455

作品

賞 インスタ賞

タイトル 音水湖を見下ろす大仏様
部門 インスタ

撮影場所 長源寺
撮影者 hanapu8715

作品

撮影者コメント
なんだかんだと秋になると毎年来
てる渓谷…　いつも癒してくれる兵
庫でも大好きな渓谷です。

紅葉したモミジの横で咲いてい
る、椿の花が引けを取らず美し
かったです。

夕焼けも落ち着いた黄昏時が
最も美しい時間帯です。

撮影者コメント
北へ北へドライブ

見頃までまだちょっとかなあ…

撮影者コメント

周囲の緑に反射してか、滝壺が
美しいエメラルド色。透明なその
水面の美しさを飽きずに見ていら
れるほどです。

ここには熱気、集中、勇猛、迫
力、スピードが詰まっている。

原不動滝の入り口付近にある観
光りんご園。鮮やかな紅が眩し
い！
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宍粟市イベント情報 令和２年５月～６月  

これは４月 16日時点の情報です。イベントは中止、延期する場合があります。 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

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日の予

定。日程変更の

可能性あり。 

揖保川・千種川

全流域 

揖保川は鮎の友釣り発祥の地

です。千種川は清流で有名で

す。毎年、遠方から多くの太

公望が鮎釣りに訪れます。入

漁県は揖保川漁協、市内釣具

店などで購入できます。ま

た、市内飲食店では解禁に伴

い様々な鮎料理が提供されま

す。 

入漁券▶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(千種川の入漁券は金額未

定ですが上記金額の予定で

す) 

詳細はお問合せください。 

 

 

▶揖保川漁業協

同組合 

℡0790-62-6633 

▶千種川漁業協

同組合 

℡0791-52-0126 

氷ノ山山開き ５月 31日（日） 氷ノ山(波賀町・

鳥取県境) 

兵庫県の屋根と呼ばれ、日本

の自然 100選にも指定されて

いる兵庫県の最高峰、氷ノ山

（1510ｍ）が山開きします。 

しそう森林王国

観光協会 

℡0790-64-0923 

べにばなまつ

り 

６月 28日(日) 

予定 

日程変更の可能

性あり 

 

 

上ノ下公民館付

近(山崎町上ノ

556) 

山崎町上ノ下地区で地元の同

好会が育てている約２万本の

べにばなの開花にあわせて開

催されるお祭りです。 

期間中べにばなの切り花販売

もあります。詳細は未定で

す。 

しそう森林王国

観光協会 

℡0790-64-0923 

※会場ではあり

ません。 
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県立国見の森公園活動プログラム 

これは４月 16日時点の情報です。プログラムは中止や内容を変更する場合があります。 

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

５月 

▶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 

６月 

▶６日(土)ホタル観察会 ▶７日(日)森の窯焼きピザづくり ▶７日(日)山野草を楽しもう ▶13 日

(土) 五感のてらこや-初夏の国見 自然観察会- ▶14 日(日)森の窯焼きパンづくり ▶20 日(土)ク

ワガタを探そう ▶21 日(日) アサギマダラの舞う森づくり ▶21 日(日)遊歩道の整備 ▶27 日(土)

梅雨のきのこ観察会 

 

宍粟の花巡り 開花時期は天候等により変わりますのでお出かけ前にご確認ください。 

五色椿 ４月中旬～５月上旬 

御形神社(一宮町森添

280) 

御形神社の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が咲きます。 

御形神社  

℡0790-74-0013 

 

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 

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

頃 

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、７月～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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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） 

 

 

シャクナゲ園はオートキャンプ場、

コテージ、日帰り温泉が楽しめるフ

ォレストステーション波賀の敷地内

にあります。約１ｈの山の斜面に

1,300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

ずつ植栽し、手入れを続け、今年で

10年目を迎えます。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 

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

や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が咲きま

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 

べにばな 

 

 

 

６月下旬～７月上旬 

上ノ下公民館付近/ウ

ツミ工業前圃場(山崎

町上ノ 456) 

山崎町上ノ下地区で、地元の同好会

が１万本のべにばなを育てていま

す。例年６月下旬頃に満開を迎えま

す。万葉集に「紅の末摘花」と詠ま

れたその花は、咲きはじめの黄色か

ら橙色を経て紅色へと変わります。 

しそう森林王国観光

協会 

℡0790-64-0923 

 

 

 

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 
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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 

▶道の駅みなみ波賀  

℡0790-75-3999  

鮎料理 ５月 26日～８月頃 

 

５月 26 日の鮎漁解禁に伴い市内の

飲食店で鮎料理が提供されます。 

天ぷらや唐揚げ、塩焼き、あめ炊き、

釜飯などこの時期だけの旬の味が

楽しめます。 

▶鮎茶屋正起  

℡0790-62-3838 

▶四季旬菜 和やわらぎ  

℡0790-62-1120 

▶ 道の駅みなみ波賀 

℡0790-75-3999 

▶伊沢の里  

℡0790-63-1380 

 

そうめん ４月 24日～ 

 

冷たい湧水を利用し、播州手延べ素

麺「揖保乃糸」を使用したそうめん

流しが楽しめます。ひんやりと涼し

い山辺で歯ごたえのあるそうめん

が堪能できます。また、今シーズン

からはバナナジュース専門店を併

設しています。 

元祖そうめん流しみや

なか 

℡0790-73-0430 

▶４月～６月・９月 

（営業:土日祝月） 

▶７月・８月（無休） 

▶営業時間 10時～16時 

 

ホタルスポットへご案内 

南北にのびる宍粟市では、６月上旬から７月上旬までの１ヶ月にわたって蛍を見ることができます。 

・蛍の時期は天候によって変わります。また、天候等により見られない場合もありますのでご了承くだ

さい。 

・鑑賞バスの運行がない施設もありますので、個別にお問い合わせください。 

▶伊沢の里（山崎町生谷 214-1）℡0790-63-1380 ６月上旬～中旬（お問い合わせのみ対応） 

▶フォレストステーション波賀（波賀町上野 1799-6）℡0790-75-2717 ６月中旬～下旬 
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令和２年４月 17 日 

 

報道関係者 各位 

 

大歳神社「千年藤」藤まつり実行委員会 

              会長 三渡 圭介 

 

令和２年度大歳神社「千年藤」藤まつりについて（お願い） 

 

 平素は、当実行委員会に格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、今年も千年藤が咲き誇る季節となりましたが、世界規模で新型コロナウイル

スが蔓延しており、国内におきましても４月７日に兵庫県を含む７都府県に緊急事態

宣言が発令され、不要不急の往来の自粛と「三つの密」（密閉・密集・密接）が重なる

懸念がある集会、イベント等への参加の自粛等を中心に、感染拡大防止に向けて取組

みが強化されております。 

 つきましては、先月の記者発表にて既に今年度の藤まつり各種イベント（花見やラ

イトアップを除く）について、中止を発表しておりましたが、この度地元関係者と協

議を重ねた結果、感染拡大防止をより一層防ぐため、千年藤の花見自粛要請をし、事

実上の「閉鎖」をさせていただくこととなりましたのでお知らせいたします。これに

伴い臨時駐車場も開設せず、下記のとおり対応いたします。 

 また、実行委員会事務局があります県立国見の森公園も県の指示により５月６日ま

での間、「閉園」となりましたので合わせてお知らせいたします。 

なお、職員は事務所内にて勤務しておりますので必要な時はご連絡ください。 

 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、何卒本件についてのご周知および開花状

況に関する取材等をお控えくださるよう重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

【最終対応】 

 ライトアップ実施・花見可（変更前） ⇒ すべて中止（変更後） 

 

【問合せ先】 

大歳神社「千年藤」藤まつり実行委員会事務局 

（公益財団法人しそう森林王国観光協会内） 

担当：田路 

〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 374 

TEL 0790-64-0923 FAX 0790-64-5011 

E-mail info@shiso.or.jp 
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