
 

５月宍粟市定例記者懇談会 
 

 

日時：令和元年５月 17 日（金）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 

（１）交差点緊急対策事業実施発酵       のふるさと宍粟プロジェクト始動…１                   

（２）滞納整理業務で併任人事協定締結                     …３     

（３）県立大生が宍粟で課外授業                        …５           

（４）男女共同参画週間記念イベント開催                                      …９        

（５）野菜だし（ベジブロス）講座開催                    …15 

（６）たたら製鉄体験講座受講生募集                     …19 

（７）宍粟学講座受講者募集                         …23 

                

４（公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ               …27                 

（１）ＴＡＮＯＳＵで紹介 おいしいもん たのしいもん 宍粟にぶらっと 

（２）珠久美穂子と行く！大人の女子ｉｎ宍粟 ６月９日（日）開催決定！ 

（３）森林セラピー体験プログラムｉｎ国見の森セラピーロード 

（４）宍粟 50 名山ふれあい登山会 「東山」 

（５）第７回岡山・兵庫県境交流けんこう登山会 

 

５ 県立山崎高等学校からのお知らせ                     …35 

５月中旬～６月中旬の行事予定・高校生レストラン・山高街の駅 

 

６ 県立山の学校からのお知らせ                       …43 

 平成 31 年度入学生の追加募集・命を大切にする講演会                

 

７ イベント情報（６～７月）                        …51 

  

８ 閉会 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和元年６月 20 日（木）午後３時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 



 

 

宍粟市報道発表               令和元年５月 17 日 

 

 

交差点緊急対策事業 
 

概 要 

 

園児らが巻き込まれた５月８日の痛ましい交通事故を受け、歩行者保護用

の防護柵等を市道に設置する計画です。市内の通学路を中心に類似する交差

点等の緊急点検を行い、６月補正予算に対策工事費 480万円を上程します。  

 

緊急点検を行う場所 

１ 城下小学校区 ３か所 

２ 山崎小学校区 ５か所 

３ 山崎西小学校区 １か所 

４ 河東小学校区 １か所 

５ はりま一宮小学校区 ２か所 

６ 千種小学校区 １か所       計 13か所 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 建設課 担当 谷口 ℡ 0790-63-3069 

兵庫県宍粟市 
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県下初、宍粟市と佐用町が締結 

滞納整理業務で併任人事協定 
 

概 要 

 

宍粟市と佐用町は５月 15日に県内初となる税務徴収職員の併任人事協

定を締結しました。 

自治体の重要課題の一つである安定的な税収確保に向け、収入未済金

（税の滞納額）の縮減と新規滞納税額の抑制に取り組みます。 

併任徴収職員は宍粟市５名、佐用町４名で、併任期間は辞令交付の日か

ら令和２年３月 31日までです。 

 

辞令交付 

日時：６月３日（月）10:30～ 

場所：宍粟市役所 

その他：取材時、職員の顔写真の撮影はご遠慮ください。 

 

併任のメリット 

・必要な時に共同して相互の税務事務を応援することにより、迅速な対応

が図れる。 

・相互職員の徴収技術の習得等により、職員のスキルアップが図れる。 

 

 

参考資料  

担当者から 
報道日制限あり。 

令和元年５月 21日以降の報道としてください。 

問合せ先 

(宍粟市)市民生活部債権管

理課 

(佐用町)税務課収納管理室 

担当 朱山 

担当 福岡 

℡ 0790-63-3134 

℡ 0790-82-0662 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市のまちなか再生の試みと課題を学習 

県立大生が宍粟で課外授業 
 

概 要 

 

都市や地域コミュニティに関心を持つ兵庫県立大学環境人間学部１回生

が、課外授業で宍粟市のまちなか再生の試みと課題を学びます。 

課外授業は６月８日（土）。山崎地区のまち歩きなどをとおし学習します。 

 

参加者 

環境人間学部１年生 45名、担当教員２名 

行程  

6月 8日（土） 

09:00 JR姫路駅南口集合 9:15 バス出発 10:15 宍粟防災センター着 

10:30-11:30 宍粟市の地域創生戦略と観光振興の取組について（まち・にぎ

わい課 西川晋也） 

11:30-12:00 本学部出身者からの地方公務員の仕事説明（地域創生課 朱山

徹） 

12:00-13:00 昼食 

13:00-15:00 ３～４班に分かれて山崎地区のまち歩き  

（「やまさきまち歩きガイドの会」の皆さんによる山崎地区のご紹介） 

宍粟防災センター→山崎歴史郷土館→山崎城跡（紙屋門）→景観形成重

要建造物（酒蔵見学） 

15:00-16:00 防災センターにて山崎地区のまちなか再生活動の現状と課題

について 

（宍粟まちづくり(株)三木秀章さんからの実践報告と質疑応答） 

16:00発 17:00頃 JR姫路駅南口着、解散 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 まち・にぎわい課 担当 西川 ℡0790-63-3127 

兵庫県宍粟市 
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兵庫県立大学環境人間学部「環境と人間」第 3コース：宍粟市のまちなか再生の試みと課題を学ぶ 

 

担当教員：太田尚孝（都市計画研究室）・杉山武志（人文地理学研究室） 

参加者：環境人間学部 1年生 45名 

 概 要  

 日本はこれまでどの国も経験したことのないよ

うな急速な人口減少、少子高齢化に直面し、様々

な課題を抱えています。しかし、これを契機とし

て地域では真に豊かな生活とは何かを模索しなが

ら、よりよい地域づくりを目指した取り組みも行

われています。特に近年では「まち・ひと・しご

と」の地域創生が全国的に注目を集め、その拠点

的空間としてまちなかのハード・ソフト整備も

様々な主体により行われています。 

第 3 コースでは、都市や地域コミュニティに関

心のある社会デザイン系の教員とともに、宍粟市

を具体例に兵庫県内の地域創生の動きを体感的

に学びたいと思います。 

 

 行 程  

＜6 月 8 日（土）＞ 

09:00 JR 姫路駅南口集合 9:15 バス出発 10:15 宍粟防災センター着 

10:30-11:30 宍粟市の地域創生戦略と観光振興の取組について（まち・にぎわい課 西川晋也） 

11:30-12:00 本学部出身者からの地方公務員の仕事説明（地域創生課 朱山徹） 

12:00-13:00 昼食 

13:00-15:00 ３～４班に分かれて山崎地区のまち歩き  

（「やまさきまち歩きガイドの会」の皆さんによる山崎地区のご紹介） 

 宍粟防災センター→山崎歴史郷土館→山崎城跡（紙屋門）→景観形成重要建造物（酒蔵見学） 

15:00-16:00 防災センターにて山崎地区のまちなか再生活動の現状と課題について 

     （宍粟まちづくり(株)三木秀章さんからの実践報告と質疑応答） 

16:00 発 17:00 頃 JR 姫路駅南口着、解散 

 

 備 考  

 まち歩きを行いますので、歩きやすい靴、雨具、飲み物は忘れないようにしてください。 

 「観光公害」とならないように、兵庫県立大学の学生として自覚ある行動をしてください。 

 土曜日にもかかわらず皆さんのために、この企画にボランティアでご協力していただいていますの

で、事前学習と積極的な質疑応答を心がけてください。 

 当日の視察内容を含めた個人レポートがありますので写真やメモをとるようにしてください。 

宍粟市の位置（市役所 HP から） 
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宍粟市報道発表               令和元年５月 17 日 

 

「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」 

男女共同参画週間記念イベント開催 

 

概 要 

 

毎年６月下旬（6/23～6/29）は「男女共同参画週間」です。 

ワークライフバランスが大きく問われている中において、男女共同参画社

会の実現は必要不可欠です。 

本年度、宍粟市では下記の２つの事業を実施します。 

 

・男女共同参画週間記念イベント 

『パパ’s絵本ライブ inしそう』 

日時：６月 16日（日曜日）13時 30分～ 

場所：生涯学習センター学遊館（宍粟市山崎町東下野 18） 

出演：パパ’s絵本プロジェクト 安藤哲也さん 他 

対象：０歳から４歳までの子どもと保護者 40組程度（先着順） 

「絵本ライブ」とは、パパたちによる絵本の読み聞かせに歌や音楽を組み合

わせたもので、小さいお子さんから大人まで楽しめます。         

・ハートフルシネマ inしそうぱる 

『マダム・イン・ニューヨーク』（日本語字幕） 上映時間 134分 

日時：６月 22日（土曜日） 

①9時 30分～ ②13時 30分～  ③19時 00分～ 各回定員 50名 

場所：宍粟防災センター ２階アースシアター 

英語ができず苦悩するインドの専業主婦が、一念発起して英会話学校に通

い、コンプレックスを克服して生きがいを見出し、誇りと自信を取り戻す物

語です。 

 

参考資料 チラシ 

担当者から 楽しみながら「男女共同参「学」」できるイベントです。 

問合せ先 所属 人権推進課 担当 上月 ℡ 0790-63-0840 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市男⼥共同参画週間記念 

2019 年６⽉ 16 ⽇(⽇) 開場︓13 時 

会場︓⽣涯学習センター学遊館（宍粟市⼭崎町東下野 18） 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

 

「絵本ライブ」とは、パパたちによる絵本の読み聞かせに歌や⾳楽を組み
合わせたもので、⼩さいお⼦さんから⼤⼈まで楽しめます。「お⽗さんなら
では」の絵本の遊び⽅を楽しんでみませんか︖ 
ぜひご家族で参加してください︕ 

40 組程度（応募多数の場合
は先着順になります） 

0 歳から 4 歳までの 
お⼦さんと保護者 

裏⾯の「パパʼs 絵本ライブ参加申込⽤紙」に必要事項を記⼊のうえ、お近
くの⼦育て⽀援センター、もしくは⼈権推進課（宍粟防災センター2 階）
へご持参いただくか、ご郵送または FAX でお送り下さい。 
◆電話にて必要事項をお伝えいただいても結構です 

2019 年 6 ⽉ 7 ⽇（⾦） 

イベント内容 

募集⼈数 募集対象 

応募⽅法 

申込締切 

開演︓13 時 30 分 終演予定︓15 時 30 分 

お父さんが読むとおもしろい！ 

歌と絵本の楽しいライブ♪ 

＜パパ's 絵本プロジェクト＞ 

2003 年 5 月、仕事で知り合った育児中の男

たちが、お互いの育児の苦労談や、子どもに

読んできた絵本の話で盛り上がり、「なんかや

ろうか！」とスタートさせたのが「パパ's 絵本プ

ロジェクト」。以後 15 年間日本全国で活動を

展開し、各地で影響受けた「絵本を読むパパ

チーム」が続々と誕生している。 

 ⼦育て⽀援センター 
コラボイベント♪ 

出 演 
メンバー 

西村 直人♪ 絵本歌アーティスト 音楽療法士、NPO 法人えほんうた・あそびうた代表 

田中 尚人♪ グランまま社編集長、NPO 法人待合室に絵本を 代表 

安藤 哲也♪ NPO 法人ファザーリングジャパン 代表 

 

宍粟市⼈権推進課  TEL: 0790-63-0840 FAX︓0790-63-0841 

参加料 無料 
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お父さんが読むとおもしろい︕ 
歌と絵本の楽しいライブ♪ 

パパʼｓ絵本ライブ in しそう 
参加申込用紙 

下記、必要事項をご記⼊のうえ 2019 年 6 ⽉ 7 ⽇（⾦）までに、 

お近くの⼦育て⽀援センター、もしくは⼈権推進課（宍粟防災センター2 階）へ 

ご持参いただくか、ご郵送または FAX でお送り下さい。 

◆電話にて必要事項をお伝えいただいても結構です。 

 

 

こども 

氏 名
ふりがな

 

 

 

（    歳） 

保護者 

氏 名
ふりがな

 
       

連絡先 

住所（〒   -    ） 

 

連絡先（電話番号）  

お⼦さんが 2 名以上参加希望の場合は下記へご記⼊ください。 

こども 

氏 名
ふりがな

 
 

こども 

氏 名
ふりがな

 
       

 

申込用紙送付先 
〒671-2576 宍粟市⼭崎町⿅沢 65 番地 3 宍粟防災センター2 階 

 宍粟市役所⼈権推進課 
TEL: 0790-63-0840（平⽇ 8 時 30 分〜17 時 15 時） FAX : 0790-63-0841 

申込⽇︓2019 年    ⽉    ⽇ 
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令和元年度 宍粟市男女共同参画週間記念映画会/ハートフルシネマ in しそうぱる 

 

 

 

マダム・イン・ニューヨーク 

少しの勇気が私の世界を変えていく 

6月 22日（土） 日本語字幕  上映時間 134分  
①9：30～  ②13：30～  ③19：00～ 

宍粟防災センター2階アースシアター  （各回定員５０名） 

申込不要・入場無料   どなたでもご参加ください。 

インドの専業主婦シャシが、姪の結婚をきっかけに出かけた初めてのニューヨーク。異国でひとり直面した

のは自分にくすぶる劣等感や無力感、そして家族へのモヤモヤとした不満でした。そんな彼女が飛び込んだ

のは「4 週間で英語が話せる」という英会話学校。仲間とともに英語を学びながらコンプレックスを克服し

ひとりの女性としての自信と誇りを取り戻していきます。ニューヨークを舞台に、洗練された美しい映像と

ポップで楽しいＢＧＭで彩られています。 

問合せ先 

宍粟市まちづくり推進部人権推進課 

TEL:0790-63-0840   FAX:0790-63-0841 

それはきっとあなたにも訪れる物語 

主催：宍粟市  後援：しそうウィメンズネット“mimosa” 
ミモザ 
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宍粟市報道発表               令和元年５月 17 日 

 

宍粟の野菜で、より楽しく健康に。 

野菜だし（ベジブロス）講座開催 
 

概 要 

 

ふるさと宍粟ＰＲ館きてーな宍粟で「ベジブロス講座」を開催します。講

座は５月 24日（金）午後３時から４時 30分まで。ホールフードマスターの

井上由岐子さんが講師で、野菜が本来持つうま味や出汁をうまく活用する方

法が学べます。定員は 12名で参加費は 2,000円です。 

 

日 時：令和元年５月 24日（金）15：00～16：30 

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：ホールフードマスター 井上由岐子さん（宍粟市山崎町） 

参加費：2,000円（税込）※当日支払い 

定 員：12名 

持ち物：ノート、筆記用具 

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：5月 22日（水）18：00まで 

 

※ベジブロスとは、ベジタブル（野菜）とブロス（だし）の略です。 

参考資料 チラシ 

担当者から  

問合せ先 
所属 まち・にぎわい課 

  （きてーな宍粟） 

担当 梶本 

  （砂原） 

℡ 0790-63-3127 

  (079-287-3123) 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和元年５月 17 日 

 

製鉄体験しませんか 

たたら製鉄体験講座受講生募集 
 

概 要 

 

千種まちづくり推進委員会と宍粟鉄を保存する会主催の「たたら製鉄体験

講座」の受講生を募集します。講座は７月から 11月までの全３回。砂鉄の採

取からたたら吹き製鉄までの一連の工程が体験できます。応募期限は６月 14

日（金）。定員は先着 30名で、受講料は 1,000円です。 

 

第１回目の体験講座 

日時：７月７日（日） 9:00～16:00 

会場：センターちくさ・千種中学校・たたらの里学習館ほか 

 

※２回目の宿泊代は別途必要となります。 

参考資料 チラシ 

担当者から 講座についてひろく周知いただきますようお願いいたします。 

問合せ先 千種まちづくり推進委員会 担当 田住 ℡ 0791-71-0230 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和元年５月 17 日 

 

瓦からみた江戸時代の鳥取と宍粟 

宍粟学講座受講者募集 
 

概 要 

 

第１回宍粟学講座の受講者を募集します。講座は６月１日（土）。講師に鳥

取市教育委員会の坂田邦彦さんをお招きし、池田家のお城の瓦からわかる鳥

取と宍粟の関係についてお話いただきます。 

 

講師：坂田邦彦さん（鳥取市教育委員会） 

日時：６月１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 

料金：無料、事前申し込み不要 

その他：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 

参考資料 チラシ 

担当者から 講座についてひろく周知いただきますようお願いいたします。 

問合せ先 所属 社会教育文化財課 担当 堀 ℡ 0790-63-3117 

兵庫県宍粟市 
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山崎城跡の発掘調査で見つかった

瓦に、鳥取城跡の瓦と同じ特徴が

あることが近年わかりました。 

池田家の城郭瓦からわかる鳥取と

宍粟の池田家の関係について、お

話いただきます。 

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 

 

 

山崎城跡出土瓦 

瓦からみた 

江戸時代の鳥取と宍粟 

かわら 

え   ど   じ   だい           とっ    とり            し   そう 

宍粟防災センター 

駐車場 

Zyou  

 

令和元年度 第１回 宍粟学講座 

臨時 
駐車場 

さかた   くにひこ 

 

 

令和元年 

６月１日（土） 
午後２時～午後３時 30 分 
 

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 

 

           

講 師  坂田 邦彦 さん（鳥取市教育委員会） 
 

アクセス   (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 
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■ 発表項目 

①TANOSU で紹介 おいしいもん たのしいもん 宍粟にぶらっと 

■ 概要 

 ①宍粟市のとっておきのモデルコースを市内外に向けて発信することを目的に「しそう森林王国観

光協会」と兵庫県はりまエリアの“楽しい”魅力を紹介する地域情報サイト「TANOSU」のコラボレ

ーション企画を実施しました。WEBサイトで宍粟のお出かけコースをいつでも見ることができます。 

コースは全部で４つあり、温泉やランチなど市内 4 町の魅力満載のおでかけ・観光スポットを紹介

しています。 

旅の途中ではスマートフォンを片手に、宍粟でのとっておきの一枚は「＃宍粟にぶらっと」で投稿

しましょう。 

 

  コース１：地元一押し、宍粟の休日ぶらり旅  

        →日本酒発祥の地を満喫♪ 

コース２：モノレールで楽しむ空中散歩と城下町山崎酒蔵めぐり 

      →発酵ランチや酒粕シフォンケーキを堪能♪ 

コース３：ちくさ高原クリンソウとたたらの里めぐり 

      →温泉で心身ともにリフレッシュ♪ 

コース４：ご当地宍粟牛めしと新緑の秘滝めぐり 

      →ご当地グルメ宍粟牛を堪能♪ 

 ＜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５月 17日 

報道関係者各位 

スマートフォン用 QRコード 

・WEBサイト 

https://tanosu.com/buratto-

shiso/ 

→しそうツーリズムガイド HP から

もリンクできます（左バナーをクリッ

ク） 
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■ 発表項目 

②珠久美穂子と行く！大人の女子 in 宍粟 ６月９日（日）開催決定！ 

■ 概要 

 ②「発酵のまち・宍粟市」を満喫する女性限定のバスツアーイベントを開催します。 

当日は Kiss FM KOBE サウンドクルーの珠久美穂子さんと、県立国見の森公園で森林セラピー体

験や発酵食レストラン老松ダイニングで発酵食品をたっぷり使ったランチ、老松酒造と山陽盃酒造の

酒蔵見学、そして播磨三大社の一つ伊和神社の見学など、宍粟の魅力をより深く知っていただきなが

ら、日ごろの疲れをたっぷり癒してもらう女子旅を楽しんでいただきます。 

 

（内容） 

［開催日時］2019年６月９日（日） 

［参 加 費］4,000円（税込）（交通費・体験料・昼食代・保険料を含む） 

［定  員］40名 

［行  程］神戸駅出発（8：00）＝＝姫路駅出発（9：00）＝＝森林セラピー体験（10：00～

12：00）＝＝昼食・酒蔵見学（12：20～14：40）＝＝伊和神社見学・道の駅播磨

いちのみや（15：10～16：10）＝＝姫路駅着（17：10）＝＝神戸駅着（18：10） 

 ※行程の都合上、酒蔵見学とランチの順番が逆になるケースがあります。 

［申し込み方法］ 

 ●お電話の場合 神戸新聞旅行社（神戸）078‐362‐7174（姫路）079－285-3855 

         月～金 9：30～17：00 土 9：30～13：00（日・祝休み） 

●WEBの場合 http://www.kpt.jp/（神戸新聞旅行社のサイトより） 

  ※定員を超えるお申込みがあった場合は抽選となります。 

  ※抽選結果は神戸新聞旅行社より郵送にてお知らせいたします。 

  ※応募の締め切りは 5 月 26日です。 

 ［ご注意事項］当日は宍粟市観光 PR用動画の撮影を予定しています。動画に映り込む可能性があり

ますのでご了承ください。（映り込みがNG の場合は、お申し込み時にその旨お伝えく

ださい） 

 ［旅行企画・実施］神戸新聞旅行社（神戸新聞興産㈱） 

  ※その他詳細につきましては、Kiss FM KOBE または神戸新聞旅行社HP でご確認ください。 

 

  ＜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５月 17日 

報道関係者各位 
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当日のスケジュール 
9:10 国見の森公園集合・受付 

9:20 上りモノレール 出発 

9:40 山頂駅到着 

森林セラピー体験 

      森のランチタイム 

13:40 下りモノレール 出発 

14:00 山麓駅到着 解散 

●開 催 日● 
 

●申込期間● 各実施日の 1週間前まで 定員 2～16名(2名未満の場合中止) 

●参 加 費● 2,500円(ガイド料・保険料含む) 

●申込方法● 電話、FAX、E-MAILまたは HP入力フォーム 

●集合場所● 県立国見の森公園  住所：兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 

4月 21日（日） 5月 12日(日)・18日(土)・26日(日) 

●そ の 他●  天候不順等で実施不可能と判断された場合は、実施日の 2日前に事務局から

参加者へご連絡いたします。 

昼食・飲み物は付きませんので各自でご持参ください。 

 

●服  装● 動きやすい服装、雨具、防寒着 

お問い合わせ先 
（公財）しそう森林王国観光協会 
〒671-2558 兵庫県宍粟市上比地 374 

 

TEL 0790-64-0923 

FAX 0790-64-5011 

Mail info@shiso.or.jp 
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日 時：2019 年 5 月２6 日 (日) 

集合時間：８時３０分 時間厳守  

集合場所：宍粟市役所駐車場 

波賀町にある 

優しい山を登ります！ 

主催/公益財団法人しそう森林王国観光協会 協力/宍粟 50 名山ガイドクラブ 

(波賀：標高 1015.9m) 

ファミリー向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・参 加 定 員／１００名 定員になり次第締め切り 

・参 加 費／１,０００円（記念品・保険代等） 

・持 参 品／弁当・水筒・雨具 など 

・服 装／山歩きのできる服装 

・募 集 期 間／2019 年 4 月２6 日(金) 午前９時００分より受付開始 

・申 込 方 法／電話でのみ受付けます 

参加される方の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい 

※（ファンクラブ会員の方は、はがきにて受付） 

・申 込 先／公益財団法人しそう森林王国観光協会事務局 

          〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 374 県立国見の森公園内 

          ＴＥＬ ０７９０-６４-０９２３ 

・注 意 事 項／天候不順により中止する場合は、前日に申込者へご連絡いたします 

          また当日の受付は行いませんのでご注意下さい 

宍粟５０名山ふれあい登山会 

東山
ひ が し や ま
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けんこう登山会 
日  時：６月２日（日） ８時３０分受付 

集合場所：４２９号線志引峠 

ベルピール自然公園入口先空地（宮本武蔵石碑跡） 

 

【第７回】岡山・兵庫県境交流 

コース：集合場所～志引峠～上乢登山口～上乢～志引峠～ 

日名倉山～ベルピール自然公園～集合場所 

持参品：弁当・水筒・雨具 など 

服装：山歩きのできる服装 

参加費：1,000円（参加記念品・保険代等）当日徴収いたします 

定員：各お申し込み先で５０名程度 

募集期間：5月 2日（木）9時～定員になり次第締め切り 

申し込み方法：電話でのみ受け付けます ※（当日の受付不可） 

（参加される方全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号をお伝えください） 

申し込み先：公益財団法人しそう森林王国観光協会 TEL：0790-64-0923 

     美作市商工観光課          TEL：0868-72-6693 

     西粟倉村産業観光課         TEL：0868-79-2111 

注意事項：天候不順により中止する場合は前日に申込者にご連絡いたします 

損害保険は主催者側で加入いたしますが、保証の範囲を超えるもののほか、その他一切の責任は問いません。 

 

主催 岡山・兵庫県境交流登山会実行委員会／ 後援 宍粟市・西粟倉村・美作市 

最後のけんこう登山会 

楽しく登りましょう☆彡 
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県立山崎高等学校報道発表         令和元年５月 17 日 

 

 

５月中旬～６月中旬の行事予定 
 

概 要 

 

山高祭実行委員会からのお知らせ 

６月 14 日（金） 山高祭（文化発表会改め）開催いたします。 

  今までのように文化部の活動発表の場だけでなく、生徒全員が山高を盛

り上げていく、また地域も盛り上げていく活動にしていきます。 

     内容：文化部・クラス展示、舞台発表、模擬店など 

＊保護者・加生地区の方々をお招きいたします。 

 

生活創造科からのお知らせ 

５月 30 日（木）９時～１４時 第１回高校生レストラン 於：本校調理室 

６月１日（土）        第２回山高街の駅    於：本校 

                  屋外の窯で焼くピザ 

６月 22 日（土）       第３回山高街の駅    於：咲ランド 

                  菓子販売 

５月～毎週火・木曜日放課後  配食サービスボランティア於：宍粟市社協 

 

 

森林環境科学科・教育類型の地域での活動もございます。詳細は添付のチラ

シをご覧ください。 

参考資料 チラシ 

担当者から 当日の取材、報道等、どうぞよろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属 山﨑高校 担当 教頭中野裕和 ℡ 0790-62-1730 
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令和元年 5月 8日（水）職員会議資料 

 

１ 山崎高等学校 森林環境科学科 演習林実習（１年生）実施要項 

 

１） 日 時 令和元年 ５月２７日（月）～ ５月３１日（金） 

 

２） 場 所    佐用郡佐用町船越 

本校演習林及び実習作業棟 

Tel 0790-77-0612 

 

３） 対象生徒   １年１組 ３９名  

 

４） 目 的 (1) 教育課程に基づき、教科内での学習を現場で体験させ、幅広い知識 

と技術を身に付ける。 

(2) 共同生活を通して、規律ある生活を行い、責任感や協調性を養う。 

 

５） 実習内容    樹木調査、下刈り、除伐など  

 

６） 日   課    

時 間 内   容 時 間 内   容 

６：００     起床・洗面 １３：２５ 実習 

６：３０ 点呼・体操・ 

諸連絡・掃除 

１７：００ 掃除・夕食 

７：００ 朝食 １８：００ 学習 

８：３０ 実習 ２０：００ 入浴 

１２：４０ 昼食（宿舎及び弁当） ２２：００ 就寝 

 

７） 依頼事項    学習の課題・当該学年以外の授業等ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

２ 令和元年度 西はりま特別支援学校 第１回交流事業 （ｲﾝｽﾊﾟｲｱﾊｲｽｸｰﾙ事業） 

 

１） 日  時    令和元年 ５月２４日(金)  ２校時～４校時 

 

２） 場  所    森林環境科学科棟 育林室・機械実習室 

 

３） 参加生徒   西はりま特別支援学校  生徒：約１３名  

本校生徒：３年１組Ｂコース     １０名 

 

４） 目  的      共同で木工作業を行うことでコミュニケーション能力を養い、 

達成感を共有する。 

 

５） 内  容    (1)森林環境科学科の授業体験 

(2)木工作品（糸ノコ細工）の製作 

昨年度の作品：干支の置物（亥） 
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県立山の学校報道発表               令和元年５月 17 日 

 

平成 31 年度入学生の追加募集 

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年度入学生の追加募集を行

います。 

 

１ 対象者  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    

（2019年 4月 1日現在）までの県内在住の男子 

２ 修学期間 1年間の全寮制（2020年 3月修了予定） 

３ 募集定員  若干名（定員 20名の範囲内） 

４ 募集期間 生徒数が定員20名に達する日又は2019年９月末日のいずれか

早い日まで。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  ・入学願書 （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   学校が指定する日 

(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、運動靴、体操服、保険証 

(6)  内    容    書類審査、体験活動、面接（保護者同席） 

(7)  選考結果    学校が指定する日に発表 

６ 入学時期    学校が指定する日 

７ 開設場所    兵庫県宍粟市山崎町五十波 430－2    

８ 設  置  者   兵庫県 

９ 管理運営    公益財団法人 兵庫県青少年本部 

※ 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。 

参考資料 チラシ 

担当者から 新聞等への記事掲載・広報につきまして、よろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属 県立山の学校 担当 岩﨑 ℡ 0790-62-8088 
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平成３１年度 兵庫県立山の学校 生徒募集要項（追加募集） 

 

 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年度生徒追加募集の募集要項は、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 対 象 者 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 

（２０１９年４月１日現在）までの県内在住の男子 

 
２ 募 集 定 員 若干名 （定員２０名の範囲内） 

 

 

３ 追加募集期間 生徒数が定員２０名に達する日又は２０１９年９月末日のいずれか早い日まで 

 

 
４ 追加募集の出願から合格発表まで 

(1) 願書受付 追加募集期間内 

・出願書類を整え、学校が指定する日までに本校へ持参または郵送してください。 

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時までです。 

 
  (2) 提出書類 ・入学願書（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 学校が指定する日 

          ・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 

 

(4) 合格発表 学校が指定する日 

 

(5)  入学式   学校が指定する日 

 

５ 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 

(追加募集による入学の場合は、入学日から２０２０年３月修了日までの期間) 
              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 
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(4) 授 業 料 無料（但し、教材費、寮費、各種資格検定費など別途実費が必要） 

 

(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、職場見学、施設見学 他 

                      エ 仲間と共に生きる 社会の中で生きる交流活動 

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

オ こころ豊かに生きる教養・文化・スポーツ 

スポーツ（パラグライダー、ゴルフ 他）、文化（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 等 

 

(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 

・チェーンソー作業従事者特別教育修了証・・・・・・・・・・６月頃 

・小型車両系建設機械特別教育修了証(機体質量３ｔ未満)・・・１月頃 

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

 

 
６ 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。 

 

 
７ 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 

 

 

８  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/index.html 

 

〇 「入学願書」「履歴書」「健康診断書」「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 学校説明及び学校見学は、随時受け付けています。気軽にお問い合わせください。 
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県立山の学校報道発表               令和元年５月 17日 

 

 

命を大切にする講演会～「本氣で生きる」～ 
 

概 要 

 

１ 日 時 平成 31年５月 18日（土）10：00～11：30（受付９：２０） 

２ 場 所 兵庫県立山の学校 

３ 住 所 〒671－2515 宍粟市山崎町五十波 430番地２ 

４ 電 話 0790－62－8088 

５ 講 師 木南 一志 氏 

６ 参加者 生徒１５名、保護者、地域住民 

７ 目 的  木南氏の体験談や思い等を聴くことにより、命の大切さを学

ぶとともに、自ら将来を切り拓く強い心を育てる。 

８ 講演会「申し込み」等に関する問合せ先 

山の学校 0790－62－8088 時間帯（平日の９時～１７時まで） 

担当（副校長 岩﨑） 

 

参考資料 チラシ 

担当者から 新聞等への記事掲載・広報につきまして、よろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属 県立山の学校 担当 岩﨑 ℡ 0790-62-8088 
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兵庫県宍粟市 
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講演会のご案内 

●日 時  ５月18日（土）10:00～11:30 

●受 付  ９：20～ 

●会 場  県立山の学校  

●講 師  木南 一志 氏  
＜西はりまライオンズクラブ／初代会長、（株）新宮運送／代表取締役＞ 

●講演テーマ 「本氣で生きる」 

[プロフィール] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県立山の学校 ～命を大切にする講演会～ 参加申込書 

電話0790-62-8088、またはファックスで事前に申込み願います。 

参加者 

お名前 

 

 

□徒歩、□自家用車 その他（      ） 

※５月１３日（月）〆切り 

ブログ「やまのこばなし」 毎日更新中！ 

 

公益財団法人 

兵庫県立山の学校 

平成 31年４月 24日発行 

ホームページ   

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

兵庫県立山の学校 

FAX 0790-62-9733 

※直接ご持参いただいても構いません（山の学校の 

ポストに入れてください） 
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宍粟市イベント情報  ６～７月 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

氷ノ山山開き 6月 2日（日） 氷ノ山 

（波賀町・鳥取県境） 

兵 庫 県 の 最 高 峰 、 氷 ノ 山

（1510m）がいよいよ山開きとなり

ます。兵庫県の屋根と呼ばれ、

日本の自然 100 選にも指定され

ています。 

しそう森林王国観光協会 

℡：0790-64-0923 

ちくさクリンソウま

つり 

5月 11日（土） 

～6 月 9 日

（日） 

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。土、日曜日は

出店もあり多くの人で賑わいま

す。 

ちくさええとこセンター 

℡：0790-71-0230 

第 7回 

岡山県・兵庫県 

交流けんこう登山

会 

6月 2日（日） 志引峠～日名倉山 

～ベルピール自然公

園 

（宍粟市・美作市） 

兵庫県と岡山県の県境にまたが

る豊かな自然あふれた後山連

峰。その後山を含む県境周辺の

山々を毎回異なるルートでトレッ

キングを楽しむ県境交流登山会

です。１か月前より申し込めま

す。 

※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 

宍粟 50名山 

ふれあい登山会 

6月 23日（日） 高峰 

（一宮町） 

宍粟 50名山の PRや参加者との

ふれあいを通じ交流を深めま

す。1か月前より申し込めます。 

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 

べにばなまつり 6月 30日（日） 上ノ下公民館近く 

（山崎町上ノ 556） 

市内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、べに

ばなまつりが開催されます。期間

中べにばなの切り花販売もあり

ます。 

※詳細未定 

しそう森林王国観光協

会 

℡：0790-64-0923 
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妙見夏まつり 7月 27日（土） 千種小学校グラウン

ド 

（千種町千草 29） 

千種町の大きなまつりの一つ

で、小学生や中学生のステージ

ショー、お楽しみ抽選会が催され

ます。今年は花火大会も予定し

ています。 

※詳細未定 

妙見夏まつり実行委員会 

（ちくさええとこセンター） 

℡：0790-71-0230 

音水湖カヌーま

つり 

7月 21日（日） 

小雨の場合、

決行 

悪天候の場

合、中止 

 

音水湖カヌー競技場 カヌー体験、湖面探索、堰堤見

学などカヌーだけにとどまらない

夏を楽しめるイベントです。また

他にもお楽しみイベントを用意し

ています。（参加無料） 

※詳細未定 

音水湖カヌーまつり実行委

員会 

（波賀市民局まちづくり推

進課内） 

℡：0790-75-2220 

原不動滝川まつ

り 

7月 28日（日） 原不動滝周辺 

（波賀町原） 

魚のつかみ取りなど、川を楽しむ

イベントを開催します。グルメコ

ーナーなども開催予定です。 

※詳細未定 

楓香荘 

℡：0790-75-2355 

原観光ブルーベ

リー園 

7 月上旬～8

月中旬 

8時～17時 

（受付：15 時

半まで） 

原観光ブルーベリー

園 

（波賀町原 560-1） 

原観光りんご園にあるブルーベ

リー園でブルーベリー掴みがで

きます。大粒で甘い品種のオザ

ークブルー等、特許品種が約

400本あります。 

料金：600円/人（要予約） 

※1時間食べ放題 

原観光ブルーベリー園 

℡：0790-75-3600 

道の駅みなみ波

賀 

ブルーベリー園 

7 月下旬頃～

8月下旬 

9時～17時 

（天候により

変更あり） 

道の駅みなみ波賀 

（波賀町安賀 8-1） 

初夏から夏にかけての味覚ブル

ーベリーの掴み取りを楽しめま

す。 

料金：600円/人（要予約） 

※1時間食べ放題 

地域数か所の朝摘みブルーベリ

ーの販売や、パンやデザートな

どの加工品販売もあります。 

道の駅みなみ波賀 

℡：0790-75-3999 
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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/月曜休園日 

【6 月】 

▷6月 1日(土)森の窯焼きピザづくり▷6月 8日(土)くにみ探検隊 (新緑の森で夏鳥を探そう)棒焼きパンも焼こう▷6月 9日

(日)ホタル観察会▷6 月 15 日(土)森のそば打ち体験▷6 月 16 日(日)じゃが芋の収穫とカレーライス▷6 月 23 日(日)森のき

のこ観察会▷6月 29日(土)クワガタを探そう 

【7 月】 

▷7 月 6 日(土)アウトドアクッキング▷7 月 7 日(日)森の窯焼きパンづくり▷7 月 13 日(土)くにみ探検隊（夏の植物を見よう） 

自然の中でピザも食べよう▷7 月 15 日(月・祝)国見の鹿肉コロッケづくり▷7 月 20 日(土)森の昆虫観察会▷7 月 21 日(日)

夏休みコロコロ貯金箱づくり▷7 月 21 日(日)夏の森のきのこ観察会▷7 月 27 日(土)糸のこ教室 動く犬づくり▷7 月 27 日

（土）国見の小川の清掃▷7月 28日（日）川魚のつかみ取り大会▷7月 31日（水）国見山上天体観測会(やぎ座流星群を見

よう) 

 

旬の味覚  

鮎料理 5月 26日（日） 

～8月頃まで 

5月２６日の鮎漁解禁に伴い宍粟市内の飲食店

でも鮎料理が提供されます。天ぷら・唐揚げ・塩

焼き・あめ炊き・釜飯など、この時期だけの旬の

味をお楽しみください。 

鮎茶屋正起 ℡：0790-62-3838 

四季旬菜 和 ℡：0790-62-1120 

楓香荘    ℡：0790-75-2355 

伊沢の里   ℡：0790-63-1380 

道の駅みなみ波賀 

℡：0790-75-3999 

そうめん そうめん流し 

5月～9月まで 

元祖そうめん流し 

みやなか 

4 月 27 日（土）

より営業 

（4月 27日 

～9月25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は夏の風物詩として地

元の住民から愛されています。 

ひんやりと涼しい山辺で歯ごたえのあるそうめん

をご堪能ください。 

※元祖そうめん流しみやなかでは、川魚の塩焼き

も提供しております。 

元祖そうめん流し みやなか 

℡：0790-73-0430 

４月～６月・９月：営業は土日祝

日月曜日 

７月・８月（無休）：営業時間：10

時～16時 

 

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。 

東山シャクナゲ園 

（フォレストステー

ション波賀） 

5 月上旬～5 月

中旬頃 

4 月 27 日（土）

開園 

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 
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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） 

5 月中旬～6 月

中旬頃 

兵庫県の絶滅危惧種に指定されているクリンソ

ウ。園内の遊歩道総延長 2.5km を一般公開しま

す。大小 7 か所の群生地で 40 万株にもおよぶク

リンソウが咲き誇ります。 

ちくさええとこセンター 

℡：0790-71-0230 

上ノ下  べにばな

畑 

（上ノ下公民館周

辺） 

6月 30日（日） 

～7月上旬頃 

市内山崎町上ノ下地区のべにばな畑に地元の同

好会が育てている約 2 万本のべにばなが例年 6

月下旬頃に満開を迎えます。万葉集に「紅の未摘

花」と詠まれたべにばな。咲きはじめの黄色から

橙色を経て紅色へと移り変わる様子をお楽しみく

ださい。 

しそう森林王国観光協会 

℡：0790-64-0923 

 

ホタルスポットへご案内 

南北に長い宍粟市では、6月上旬～7月上旬までの 1か月にわたって蛍をみることができます。 

※施設により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） 6月上旬～6月中旬（問合せのみ対応） 

お問合せ電話番号℡：0790-63-1380  

・フォレストステーション波賀（波賀町上野 1799-6） 6月中旬～6月下旬頃 

  お問合せ電話番号℡：0790-75-2717 

・楓香荘（波賀町原 625） 6月中旬～7月上旬 

  お問合せ電話番号℡：0790-75-2355 

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