
 

 
４月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和３年４月 19 日（月）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

 

第１部 式典 

 

 １ しそう観光フォトアワード「ミライエシソウ2020」表彰式・・・１ページ 

 

２ 中嶋 將晴さん 宍粟観光大使委嘱式・・・・・・・・・・・・７ページ 

  

 

第２部 定例記者懇談会 

 

１ 開  会 

 

 

２ 発表項目 

音水湖カップ 参加者を募集・・・・・・・・・・・・・・・・・８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）レンタサイクル E-bike の貸出を開始 ・・・・・・・・・・・10 ページ 

（２）その他イベント情報５月 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・12 ページ  

 

 

４ 閉  会 

 

 

次回の予定 

日時 令和３年５月 24 日（月）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 



■ 発表項目 

しそう観光フォトアワード「ミライエシソウ 2020」入賞作品決定 

■ 概要 

宍粟市内のイベント・自然風景などの写真を対象としたフォトアワード「ミライエシソウ 2020」

の入賞作品が決定しました。テーマを「未来」とし、未来へ繋ぐ宍粟の観光写真を「プリント部門」、

「インスタ部門」の２部門で募集したところ、総数 992 点（応募者 456名）の応募がありました。

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 

入賞作品展を山崎地区、一宮地区、波賀地区、千種地区にて順次開催します。日程が決まり次第ホー

ムページや Facebook 等でお知らせします。 

 

 

 

 

 ＜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：山下 
〒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：2021年４月 19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、フォレストステーション波賀 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 

・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、ホームページ「しそうツーリズムガイド」でご覧いただけます。 

また SNS（Facebook、インスタグラム）でも発信します。 
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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 93 295

インスタ　部門 363 697

合計 456 992

○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 虹彩の滝 里山プラネタリウム ひとり遊び
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 明神滝 家原遺跡公園 岩上神社
撮影者 阿野　俊文 清瀬　さと子 山口　康博

評

　波賀町明神滝の様子をダイ
ナミックに表現された素晴らし
い作品ですね。岩肌から流れ
落ちる水流を絶妙なシャッター
スピードで表現され、その勢い
から吹き上げる飛沫、差し込む
木漏れ日によって現れた稀有
な虹を逃さず捉えた作品で作
者の撮影技術の高さが伺えま
す。
　構図・アングルも良く、手前に
流れ来る水面の透明感も源
流を感じさせ、自然が豊かな
宍粟市の魅力を巧みに切り取
られた素晴らしい作品ですね。

　家原遺跡公園での天体撮
影の一コマ。まずは夜空を流
れる天の川が見事に映し出さ
れた素敵な作品ですね。星空
を中心においた迫力ある構図
も良いですが、アングル（カメラ
ポジション）がとてもいいです
ね。後方の稜線を藁葺き屋根
より抑えたことによって、より天空
に近い場所へと演出されてい
ますね。
　今にも降り注いできそうな星
空を一番近い場所で体感させ
てくれるロマンチックな田舎風
景の素晴らしい作品ですね。

　岩上神社の大銀杏の木と
黄金色に輝く落ち葉で敷き詰
められた絨毯が素敵に切り取
られた作品ですね。陽だまりの
中、シャボン玉で夢中に遊ぶ
少女が大木との対比となり、
可愛らしさを強調・演出してい
ます。
　ひらひらと舞い落ちる葉を捉
えたシャッタースピードも良く、ま
るで大銀杏の木々が少女を
包み込み、一緒になって戯れ
ているかのような物語（ストー
リー性）のある素晴らしい作品
ですね。

作品

金賞

しそう観光フォトアワード　ミライエシソウ2020

　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

秋の魔法 　まずは、ライトアップされた紅葉
がまるで本物の炎のような迫力で
燃ゆる様子が目に飛び込んでくる
迫力ある作品ですね。滲みもな
く、紅葉の細部までしっかりとディ
ティールが残る描写も良く、色温
度もいいですね。向こうに見える
街明かりを覆い隠す勢いでフ
レーミングした天地いっぱいの紅
葉もとてもダイナミックで迫力ある
構図・演出となっています。
　昼間とは一変し、夜のもみじ山
の魅力を『秋の魔法』として、見
事に表現された着想・着眼点、
まさに夜も行って観たくなる素晴ら
しい作品ですね。受賞おめでとう
ございます。

プリント
最上山公園もみじ山

山本　智史

　毎年秋には山崎のもみじ山に訪れていますが、コロナの影響もあり人の少ないライトアップを狙って
行ってみました。光と影のコントラストが美しく、町の光も入る様に構図してみました。

撮影者コメント

※複数応募があるため、応募者数と作品数は一致しない

※プリント部門：1人5点まで　インスタ部門：制限なし

撮影者コメント

　水際の岩盤に落ちる明神滝
は、砕け散る飛沫を背後に噴き
上げている。しかし覆い被さるよう
な岩の陰で目立たない。朝の木
漏れ日が、その水幕を鮮やかに
浮かび上がらせた。

　家原遺跡公園で撮影しました。
春先は天の川は南東方向に見
えるので、ちょうど絡められるわら
葺き屋根の建物と撮りました。

　神社には2本の大銀杏の木が
あるが、葉が散って落ち葉の綺
麗な絨毯となっていた。母親に
連れられて二人の子どもが遊び
に来た。上の子がひとりでシャボ
ン玉遊びをしていた。殆ど無風な
のに、一瞬だったが落ち葉がハラ
ハラと舞い降りてきた。
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○銀賞（５点）
賞 銀賞 銀賞 銀賞

タイトル 陽光煌めく石段 湖上の格闘技 雪に祈る
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 原不動滝公園 音水湖 長源寺
撮影者 米澤　貞雄 千本　正澄 加藤　誠司

評

　原不動滝公園での紅葉の
様子ですが、その中で光り輝く
苔を纏った石段をメインモチー
フ（題材）にされていて、逆光
でエッジライトの効いたその石
段の上にも紅葉した落ち葉が
一緒になって煌き、とても素敵
な秋風景に着眼されています
ね。
　石段上部スペースにも紅葉
した枝葉を巧く取り入れボ
リュームバランスもメインの被写
体を活かしたいい構図で切り
取られていて、しっかりと光を見
据えた素敵な作品ですね。

　波賀町音水湖にて、カヌー
ポロで競い合う様子を切り取ら
れた一枚ですが黒と紺のグラ
デーションのなか、両チームが
激しく競い合う様子が水飛沫
の白のコントラストによって描か
れ、まるで絵画のような作品に
仕上げていますね。
　高速シャッターで水のうねり
や飛沫をあげ戦う男たちの勇
姿に躍動感を出し、シンプル
で迫力のある構図で、まさに
『湖上の格闘技』を表現した
素敵な作品ですね。

　しんしんと降り積もる
雪の中、立ち並ぶ地蔵た
ちの横顔を切り取った作
品。被写界深度によって
生まれる、小玉大玉の雪
の焦点ボケが柔らかい印
象を与えていて、とても
優しい作品となっていま
すね。
　タイトルのごとく春を
待ちわび、雪に祈る地蔵
たちの様子がとても情緒
ある田舎風景の一コマと
して描かれている素敵な
作品ですね。

作品

賞 銀賞 銀賞

タイトル 祭りだ 家族写真
部門 プリント プリント

撮影場所 伊和神社 満福寺（一宮町百千家満）
撮影者 山根　孝夫 髙橋　美紀

評

　伊和神社秋祭りでの屋
台練りの様子を、巧くス
ローシャッターで躍動感
を出し切り取られていま
すね。カメラポジション
がいいのでメインの被写
体となる練り子達の様子
も木漏れ日が差し込み、
露出確保が出来ているの
でしっかりと描かれてい
ますね。
　周りで見守るギャラ
リーの人々も写し込み活
気ある秋祭りの一コマを
表現した素敵な作品です
ね。

　満福寺の大きな桜の木が
満開に咲き誇り、その桜の下
で自然な家族の肖像が写し
込まれた作品。この大きな桜
の木、満福寺、自分たち、子
ども(達)を『写真に残したい。』
というストレートな気持ちを表現
した素敵な作品。
　そこに野心的意図もなく、飾
らないご家族の様子が描かれ
ていて観る人を温かい気持ち
にさせてくれる「未来に残した
い」素敵な作品ですね。

作品

撮影者コメント
　見事な紅葉に光が射し込み、
その下の石段も光っており、この
石段のコントラストを狙いました。

　しぶきが高く飛び散りカヌーの力
走と衝突音など大迫力のシーン
でした。

　長源寺の前には数体の地蔵
があります。雪の中、春を待ちな
がら祈り続ける地蔵を撮影してみ
ました。

撮影者コメント

　宍粟市の秋祭りの行事の中で
も一際華やかな伊和神社の屋
台練り。その中で一番練り子達
の動きが激しい腕差しをスロー
シャッターで撮った。

　ここでどうしても撮影したいのが
家族写真でした。セルフタイマー
でダッシュはしんどかったですが、
いい家族の記念撮影になりまし
た。一生の財産です。
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○銅賞（15点）
賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 森林王国 紅い絨毯の白樺林 僕より大きいね
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 宍粟市波賀町 ちくさ高原 伊和神社
撮影者 髙橋　秀治 中村　收 櫻井　秀美

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 我が田舎のモルゲンロート 街の輝跡 青天の音水湖
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 一宮町閏賀 最上山公園展望台 引原ダム
撮影者 秋田　克敏 森口　正基 三木　由子

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 与位の洞門雪景 連なる滝への編成 暁への階段
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 与位の洞門 白龍の滝 東山展望台
撮影者 三木　操 梅岡　勝信 山本　雅也

作品

撮影者コメント
　与位の洞門には何回か来てい
るが、初めて見る雪景色は新鮮
でとても迫力があった。

　全長98ｍと聞き、行ってきまし
た。その姿は雄大で圧巻でした。

　2021年初の天の川を撮るべく残雪
の東山をナイトハイク。展望台の先か
ら横たわる天の川はまるで暁の空へ
の階段の様でした。

撮影者コメント

　この日は大雨で普段見慣れて
いる光景なども悪天候により景色
が一変し、悪天候こそシャッター
チャンスと思えるのは私だけでしょ
うか。

　晴れた日は、絶景の眺め、きれ
いな空気を吸って風散歩の場所

　無邪気に雪で遊ぶ子供の姿
が微笑ましくシャッターを切りまし
た。

撮影者コメント
　雪の朝、太陽光により山肌が
赤く染まるシーンを撮影。

　夕暮れ時の山崎の街を俯瞰で
撮りました。比較的早く日が落ち
る町並みに山崎ICの車の輝跡が
映えて綺麗でした。

　晴れたダムに作業船、宍粟な
らではの風景にシャッターを押しま
した。
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賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 山崎の春 童歌がきこえる 高原に咲く
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 山崎町 水車公園（山崎町上ノ下） ちくさ高原
撮影者 髙橋　秀治 井口　一郎 赤坂　誠夫

作品

賞 銅賞 銅賞 銅賞

タイトル 厳しい環境に生きる 六花舞う棚田 約束の場所へ
部門 プリント プリント プリント

撮影場所 赤西渓谷 一宮町山田の棚田 ちくさ高原スキー場から船木山へ向かう登山道

撮影者 橋本　利一 内海　幸子 柏木　謙二

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 落葉遊び 立夏の候 雨あがりの夕焼けコスモス
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 最上山公園もみじ山 大歳神社 一宮町山田の棚田
撮影者 iso_kyon sweet.honey.s2 yossiiiii3939

作品

撮影者コメント

　この日は別の場所に撮影に来
たのですが、たまたま国道から見
たこの桜が朝日に照らされ非常
に綺麗でした。

　車で走っていると優しいピンクの花が…
米つき水車と今が盛りの目を引く、しだれ
梅？春が来た事を告げていた。忘れか
けていたふる里の原風景、語り伝えたい
未来の子ども達へ!!

　友人に誘われ千種高原のクリ
ンソウを見に行きました。

撮影者コメント
　赤西渓谷には、魅力的な景観
が沢山あります。

　麦畑、石垣の棚田に雪の結晶を
撮影しながら、美しい石垣の棚田の
雪景色。いつかは撮りたいとお思っ
ていましたので挑戦出来ました。

　青空の中、登山していると、雪の中に目立
つ1本の木がありました。足元を見ると動物の
足跡がその木へと続いており「待ち合わせ場
所に向かったのかな？」と想像しながらシャッ
ターを切りました。

撮影者コメント
　東屋で休憩中、息子がもみじ
の葉を広い並べていました。色と
りどりの葉っぱがかわいいね。

　境内を埋め尽くす壮観の景
色、来年にまた。

　コスモスが満開ですごくきれいでし
た。
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賞 インスタ賞 インスタ賞 インスタ賞

タイトル 明るい未来へ 白ウナギの遡上のごとく ちひろ
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 たたらの里学習館 比地の滝 一宮町
撮影者 aachan1201 mattyan_desu ohinanopapa

作品

賞 インスタ賞 インスタ賞 インスタ賞

タイトル 未来へつなぐ希望の桜 冬の良い天気 霧氷
部門 インスタ インスタ インスタ

撮影場所 はりま一宮小学校 波賀城史跡公園 氷ノ山
撮影者 sachirin.s.s kein_lander akio3190

作品

賞 インスタ賞

タイトル 音水湖から望む夏の天の川…
部門 インスタ

撮影場所 音水湖
撮影者 _hirokichikun_

作品

撮影者コメント

　ちくさ高原を散策してるとサラサドウダン
の花に出逢いました。見てると明るくニコ
ニコ笑顔になります。花言葉は『喜びあ
ふれ』　『明るい未来』だそうです。

水遊びに再び比地の滝に行ってき
た。

帰省した際に生まれ育った森で撮影

撮影者コメント

　おうち時間にちょっとお散歩。静かな校
庭で桜の枝が風でダンスを踊ってた。桜
見てると平和なのに…来週には賑やか
な学校が戻ってきますように。

雪がちらちら 氷ノ山。モンスターに会いに。

撮影者コメント 橋を渡る天の川…
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なかじま  まさはる 

宍粟市報道発表               令和３年４月 19日 

 

多方面で活躍する芸術家 

中嶋將晴さん 観光大使に任命 
 

概 要 

  

ホルン・テノール奏者やペインティングパフォーマーなどの肩書を持つ芸

術家 中嶋將晴さん を本日、11人目となる宍粟観光大使に任命します。 

 市の知名度の向上と観光振興のため、あらゆる機会で宍粟の魅力を発信し

てほしいと期待しています。 

 

氏  名 中嶋 將晴 さん 

委 嘱 日 令和３年４月 19日 

委嘱期間 令和３年４月 19日～令和７年３月 31日 

プロフィール 

 芦屋市出身の芸術家。テレビやラジオ、舞台の演出家として活躍するほか、

観光活性化イベントの開催や様々な事情で親と暮らせない子どもたちへのチ

ャリティー支援などのボランティア活動を行っています。 

 

現観光大使 

・くーみん（リポーター） 

・瀬口 侑希（歌手・女優） 

・谷 五郎（ラジオパーソナリティ） 

・丘 みどり（歌手） 

・福井 千聖（モデル） 

・茨木 智博（トランペット・オカリナ奏者） 

・Bamboo Lily（ミュージシャン） 

・奏 みちこ（歌手） 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 商工観光課 担当 久保・前野 ℡ 0790-63-3127 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年４月 19日 

 

ＷＭＧ2021 カヌーポロ大会 

音水湖カップ 参加者を募集 
 

概 要 

 

来月 29日から２日間にわたって開催する「ワールドマスターズゲーム

ズ 2021関西リハーサル大会兼第３回音水湖カップカヌーポロ大会」の参

加者を募集します。 

日本代表選手などが出場する一般の部のほか、初心者も参加できるトラ

イアルの部もあります。前回に引き続き、地元宍粟市のチームも出場しま

す。 

 

日  時 令和３年５月 29日（土）８時 30分～16時 

５月 30日（日）９時～15時 30分 

会  場 音水湖カヌー競技場（宍粟市波賀町引原 328番地 44） 

種  目 一般（男女混成可）、トライアル（初心者） 

参加資格 15歳以上 

参 加 料 １人 1,000円 

申込期限 令和３年５月７日（金）17時必着 

そ の 他 要項、申込書などは宍粟市公式サイトに掲載 

     ＱＲコードはこちら↓ 

      

参考資料 第３回音水湖カップチラシ 

担当者から WMG2021関西の本大会（ｶﾇｰﾎﾟﾛ競技）は来年（2022.5.20~22）に開催 

問合せ先 
所属 波賀市民局 

まちづくり推進課 
担当 清水 将道 ℡ 0790-75-2220 

兵庫県宍粟市 
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■ 発表項目 

レンタサイクル E-bike の貸出を開始 

■ 概要 

電動アシスト付マウンテンバイク E-bike の貸出を開始しました。通常の電動自転車とは力を伝える

ための構造が違っており、坂道や重い荷物があっても疲れにくくなっています。バッテリー容量が大き

く、長距離の走行が可能です。体力に自信のない方にも安心して乗っていただけます。宍粟市巡りに、

ぜひ E-bike をご利用ください。 

 

１．貸出場所 

県立国見の森公園、フォレストステーション波賀、くるみの里、ちくさ高原 

 

２．貸出時間 

県立国見の森公園：午前９時～午後５時 

フォレストステーション波賀：午前 8 時～午後 5 時 

くるみの里：午前９時～午後 5 時 

ちくさ高原：午前８時～午後５時 

 

３．利用条件 

身長 155 ㎝以上の方 

  

4．料金 
 

貸出時間 料金（税・保険料込み） 

2 時間 2,000 円 

4 時間 3,000 円 

1   日 5,000 円 

延長 1 時間につき 1,000 円 

 ＜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：山下 
〒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：2021年４月 19日 

報道関係者各位 
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宍粟市イベント情報  令和３年５月 

これは４月５日時点の情報です。 

予定は変更される場合があります。 

 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

山菜祭り 

 

５月２日(日) 

 

 

道の駅ちくさ 

(千種町下河

野 745-5) 

 

ちくさの山の幸

「山菜」が楽しめる

お祭りで、屋台もず

らりと並びます。ま

た、誰でも参加でき

る福祉クイズに全問

正解すればもれなく

オリジナルつちのこ

バッグをプレゼン

ト。 

なお、人気のドッグ

ランがリニューアル

しました。 

道の駅ちくさ  

℡ 0790-76-3636 

(木曜定休) 

ちくさ高原 

虫とり春の陣 

５月５日

(水・祝) 

10時 30分～

14時 

 

▶受付 10時～ 

▶小雨決行 

 

ちくさ高原ス

キー場周辺 

(千種町西河

内 1047-218) 

 

 

ちくさ高原で昆虫

の専門家と一緒に虫

とりをします。平地

と違う環境で生きぬ

く虫たちを追いかけ

て高原を駆けめぐり

ましょう。 

 

▶参加費 無料  ▶対

象：幼児から小学生

までの子どもと保護

者 ▶募集人数 40名  

▶講師 NPO法人こども

とむしの会 八木 

剛 先生(兵庫県立人

と自然の博物館 主

任研究員) 

兵庫県西播磨県

民局 

℡ 0791-58-2138 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

ファンクラブ

限定ふれあい

登山会 

５月９日（日） 段ヶ峰

(1103.4ｍ)～

杉山(1088ｍ) 

 

▶所要時間 約

３時間 

▶集合場所 宍

粟市役所(山

崎町中広瀬

133-6) 

ファンクラブに入

会すれば参加できる

宍粟 50名山ファンク

ラブ限定ふれあい登

山会です。 

一宮町の段ヶ峰か

ら杉山を巡ります。 

 

▶参加費 1,000円(記

念品・保険代を含む) 

▶申込方法 しそうツ

ーリズムガイド公式

サイト申込みフォー

ムから申込み（受付

は開催日の１ヶ月前

から） 

 

ファンクラブ入会方

法 入会申込書に必要

事項を記入のうえ郵

送か FAXでしそう森

林王国観光協会に申

し込みください。 

▶年会費 1,000円 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

宍粟 50名山 

ふれあい登山

会 

 

 

 

５月 23日

(日) 

 

▶集合時間 ８

時 30分 

藤無山

(1139.2ｍ) 

 

▶所要時間 約

４時間 30分 

▶集合場所 宍

粟市役所(山

崎町中広瀬

133-6) 

波賀町の藤無山に登

ります。 

 

▶参加費 1,000円 

▶申込方法 しそうツ

ーリズムガイド公式

サイト申込みフォー

ムから申込み（受付

は開催日の１ヶ月前

から） 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 
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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(水) 

 

▶千種川流域

は６月５日

(土） 

揖保川・千種

川全流域 

鮎の友釣り発祥の

地「揖保川」と清流

「千種川」へ遠方か

らも多くの太公望が

訪れます。また、市

内飲食店では解禁に

伴い鮎料理が提供さ

れます。入漁券は漁

協や釣具店のほか、

オンラインでも販売

されます。 

 

▶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 

 

▶揖保川漁業協同

組合 

℡ 0790-62-6633 

▶千種川漁業協同

組合 

℡ 0791-52-0126 

 

 

県立国見の森公園 ５月活動プログラム 

予定は変更される場合があります。 

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

 

▶３日(月・祝)蝶と植物観察会 ▶５日(水・祝)新緑のカメさんハイキング・昔懐かし 柏餅

作り ▶８日(土)山野草を楽しもう(山野草を天ぷらにしよう) ▶16日(日)お茶摘みとお茶

づくり ▶22日(土)マツタケ山を整備しよう ▶23日(日)ハチミツを使った森のお菓子づく

り ▶29日(土)初夏の森のきのこ観察会 
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宍粟の花巡り   

御形神社の 

五色椿 

 

 

４月中旬～５月

上旬 

(一宮町森添

280) 

品種の多い椿の中でも特に珍し

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。 

御形神社  

℡ 0790-74-0013 

 

原観光りんご園

のりんごの花 

４月中旬～５月

上旬 

(波賀町原 560-

1) 

 

原観光りんご園には 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

月下旬から王林の花が咲きはじ

め、５月上旬まで品種ごとに桃色

がかった白い花を咲かせます。園

内は甘い花の香りに包まれます。 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 

道の駅みなみ波

賀のブルーベリ

ーの花 

４月中旬～５月

上旬 

 (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

房状の花がたくさん咲きます。花

期が終わると実がふくらみ７月か

ら８月頃には色づいてブルーベリ

ーの収穫時期を迎えます。 

道の駅みなみ波

賀 

℡ 0790-75-3999 

東山シャクナゲ

園のシャクナゲ 

 

４月下旬～５月

上旬 

 (波賀町上野

1799-6) 

 

 

東山シャクナゲ園には約１ヘク

タールの山の斜面に 1300本 50種

のシャクナゲが植えられていま

す。「東山にシャクナゲを咲かそう

会」のメンバーらが 2010年から 1

年に 300本ずつを植栽。きれいに

咲くようにと手入れを続け、今年

で 11年目を迎えました。 

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、斜面いっぱいに

赤、白、ピンクのシャクナゲが楽

しめます。 

 

フォレストステ

ーション波賀 

℡ 0790-75-2717 
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大歳神社の 

千年藤 

 

４月下旬～５月

上旬 

 (山崎町上寺) 

 

▶周辺に駐車場

はありません。

臨時駐車場（山

崎市民局跡地）

をご利用くださ

い。 

 

天徳四年（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、そして芳香な甘い香りが

訪れる人々の心を和ませます。ラ

イトアップも行われ、昼間と違う

雰囲気が楽しめます。 

▶ライトアップ期間 ４月 24日～

５月５日 ▶時間 18時～21時 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

千種高原の 

クリンソウ 

５月下旬～６月

上旬 

 

 

▶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

種のクリンソウは気候変動や乱獲

などで数が減り、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や湿地な

どに群生し、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

円状に花を咲かせることからこの

名前がついたと言われています。

ちくさ高原は国内最大級のクリン

ソウの群生地として有名です。 

ちくさええとこ

センター 

℡ 0790-71-0230 

 

旬の味めぐり 

葉わさび ▶土万ふれあい

の館 

５月上旬まで 

▶道の駅みなみ

波賀 

５月上旬まで 

葉わさびは土万地区、波賀斉木

地区の畑で育てられています。葉

わさびの巻き寿司や「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 ５月下旬まで 

 

▶楽水ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ、道の駅ちく

さでは通年メニ

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提

供されます。塩焼きや唐揚げなど

この時期ならではの旬の味が楽し

めます。「四季旬菜 和やわらぎ」で

は南蛮漬けが、道の駅ちくさでは

アマゴのフライが提供されます。 

▶鮎茶屋 正起   

℡ 0790-62-3838 

▶四季旬菜 和やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

▶楽水ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

℡ 0790-65-0811 

▶道の駅ちくさ 

℡ 0790-76-3636 

山菜狩り ６月頃まで 

(千種町黒土

637) 

千種の大自然の中でワラビなど

の山菜狩りが体験できます。春先

はワラビのほかにもタラの芽や山

ウドのほか、葉わさびなどの旬の

山菜が収穫できます。山菜の種類

が豊富に揃うのは５月頃です。完

全予約制です。 

▶料金 入園料 200円/人 (幼児は

無料) ▶1かご 1,500円 ▶時間 

60分▶人数 1グループ５名まで ▶

服装 長袖・長ズボン・軍手等の

手袋・長靴 (各自ご用意くださ

い) 

溝口屋 山菜園 

℡ 090-2196-5351 

(阿曽) 

そうめん そうめん流し 

４月 24日～９

月中旬 

 

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。 

元祖そうめん流しみや

なか   

℡ 0790-73-0430 

 

▶４～６月･９月 土、

日、月曜日と祝日のみ

営業 

▶７月・８月 無休 

▶営業時間 10時～16

時 
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