
 

 
２月宍粟市定例記者懇談会・予算発表会 

 

日時 令和２年２月 18 日（火）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

 

第１部 定例記者懇談会 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 発表項目 

（１）ごみの分別 ＬＩＮＥで聞いて …１ 

（２）音水湖 聖火応援ツアー募集 …２ 

（３）木育キャラバンを開催 …５ 

（４）協力隊員が活動報告 …７ 

（５）インターンシップ発表会を開催 …８ 

（６）わくわ～く企業図鑑を発行 …10 

 

４（公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）小雪誘客促進事業（宿泊者支援）の実施 …11 

（２）今井通子氏講演会 開催 …13 

（３）宍粟 50 名山ファンクラブ 2020 年度会員募集 …13 

 （４）その他イベント情報３月～４月 …18 

 

 ５ 県立山の学校からのお知らせ 

  令和２年度入学生 追加募集 …24 

 

 ６ 閉会 

 

 

第２部 令和２年度予算発表会 

   

 

 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和２年３月 17 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２月 18日 

 

市公式アカウントに新機能 

ごみの分別 ＬＩＮＥで聞いて 
 

概 要 

 

ＬＩＮＥの市公式アカウントにごみの分別方法が尋ねられる新機能  

を追加しました。家庭から出るごみや資源物などの分別や出し方が 24  

時間 365日いつでも教えてもらえます。 

  ごみや資源の分別などの問い合わせは多い日で 1日 30件を超えます。 

この機能の実装で職員の負担の軽減が期待されます。 

 

実装日 ２月 18日（火） 

登録キーワード数 約 3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 環境課 担当 大山 ℡ 0790-63-3506 

兵庫県宍粟市 

登録してね 市アカウント 

市公式アカウントホーム画面 トーク画面 質問と回答 

1



 

 

宍粟市報道発表               令和２年２月 18日 

 

東京 2020オリンピック 

音水湖 聖火応援ツアー募集 
 

概 要 

  

音水湖で開催される「東京 2020オリンピック」聖火リレーの応援 

ツアー参加者を募集します。 

 

開 催 日 ５月 24日（日） 

場   所 音水湖 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入のうえ持参または郵送 

申 込 先 市民協働課または市民局まちづくり推進課 

申込期限 ２月 28日（金）17時 必着 

そ の 他 

・電話での申込みはできません。 

・申込み多数の場合は抽選となります。 

・当日はコース周辺で交通規制があります。 

・事前申込みのない場合は現地での応援ができません。 

主  催 東京 2020オリ･パラ聖火宍粟市実行委員会 

参考資料 参加申込書 

担当者から 
広く周知ください。交通規制（時間帯は警察署と協議中）をする 

 ため、開催時間前後は車両通行止めとなる旨の周知もお願いします。 

問合せ先 所属 市民協働課 担当 前田 ℡ 0790-63-3210 

兵庫県宍粟市 
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東京 2020 オリンピック聖火が宍粟市にやってきます。宍粟市実行委員会で

は、当日の聖火リレーを盛り上げるため、応援参加者を募集します。 

・当日は、道路交通規制を予定しており、送迎バスによる参加となります 

・申込多数の場合は抽選とさせていただきます。（約 700 名の参加者募集） 

なお、当選された方には、実行委員会から後日、ご連絡させていただきます。 

 

 
 

日  時：令和２年５月 24 日 日曜日 雨天決行 

        聖火リレーは 12 時 50 分から 14 時頃の予定※時間は変更となる場合があります。 

場  所：音水湖周辺（宍粟市波賀町引原） 

申込期間：令和元年２月 17 日（月）～２月 28 日（金）午後 5 時必着 

申込方法：裏面の申込書を郵送・ファックス、または、持参してください。 

申 込 先：東京 2020 オリ･パラ聖火宍粟市実行委員会事務局  

宍粟市役所 まちづくり推進部 市民協働課内 

〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬 133‐6 

  ＴＥＬ：0790-63-3210  ＦＡＸ：0790-63-3064 

  Email：supotsushinko-shitsu@city.shiso.lg.jp 

        （来庁による受付時間：平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

        ＊申込みは各市民局まちづくり推進課でも受付できます。 
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東京 2020 オリンピック聖火リレー宍粟市応援申込書 

ふりがな 

お名前 ： 
(代 表 者 ) 

申込人数 

人 

申込者 

内 訳 
子ども 

（小学生以下）：  人 
大人 

（中学生以上）：  人 
 

 〒   -      

住 所 ： 

代表者連絡先 自宅電話   （   ） 携帯電話   （   ） 

観覧希望場所 

希望場所に〇を 

付けてください 

イベント観覧 
（ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ） 

ランナーの応援 

スタート地点 中継地点 ゴール地点 

歩行困難等により、会場内へ車の乗り入れ希望について 有 ・ 無 

 

 

注意事項  

① 当日は、イベント観覧（セレブレーション）または、ランナーの応援をしていただきます。 

② 道路交通規制を予定しております。 お越しの際は指定場所での送迎バス乗車となりますので、ご理解、 

   ご協力をお願いします。（送迎バスは無料） 

③ 当選された方には、当日のバス乗車券を発行 

   します。申込住所に郵送させていただきます。 

なお、ランナーの応援エリアは指定させて 

いただきますのでご了承ください。 

④ 会場内、沿道付近での物品販売等はありま 

せんので飲み物等、各自準備願います。 

⑤ 警報発令等で中止となる場合は、しーたん 

   通信（有線放送）で、お知らします。 

⑥ 終了時刻は、14 時ごろを予定しております。 

⑦ 駐車場付近、会場内は、係員の指示に従って 

  ください。 

⑧ 上記の申込書について 

  名前、住所、電話番号、希望応援場所を 

  ご記入の上、お申込みください。 

  申込多数の場合は、厳正なる抽選後、 

  当選者にご連絡させていただきます。 

 （３月中にご連絡） 

切り取り線 

リレー概要 

スタート（音水湖カヌー競技場第２会場 

 ↓ カヌー（２区間） 

ミニセレブレーション（音水湖カヌー競技場 浮島） 

↓ 国道ラン（10 区間） 

ゴール（引原ダム管理所前） 
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宍粟市報道発表               令和２年２月 18日 

 

木のおもちゃで遊んで 

木育キャラバンを開催 
 

概 要 

  

全国から集めた木のおもちゃで遊ぶ木育キャラバンを開催します。 

子どもの頃から木に親しむことで森や木を身近に感じる「木育」 

 の推進が目的で、約 40点の木のおもちゃが揃います。 

当市は県内で初めて「ウッドスタート宣言」をし「木育」に取り 

組んでいます。 

 

日 時 ３月１日（日）９時～16時 

場 所 イオン山崎店 ２階中央イベントスペース 

内 容  おもちゃ作家が制作した木のおもちゃなどで遊べるほか、 

木のキーホルダーなどが作れるワークショップもあります。 

その他 

・申込不要 

・入場無料（ただし、ワークショップは有料）  

  

 

参考資料 木育キャラバンちらし 

担当者から  

問合せ先 所属 地域創生課 担当 朱山 ℡ 0790-63-3066 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市は県内で初めて「ウッドスタート宣言」を行い、市内の木で作ったおもちゃを誕生祝い品として贈る

など「木育」を推進しています。

この取組を通して、子どもたちの豊かな感性を育んだり、森や木への理解を深め、木を使っていくことで、

まちの豊かな自然を守っていくことをめざしています。

木のおもちゃに触れ、木と森林を身近に感じる「木育」をぜひこの機会に体感してください。

入
場
無
料

申
込
不
要

宍粟市は「木育」を推進しています

お問い合わせ：宍粟市役所 地域創生課 ＴＥＬ0790（63）3000

主催：宍粟市 協力：後援：宍粟市教育委員会/しそう森林王国観光協会
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宍粟市報道発表               令和２年２月 18 日 

 

 

協力隊員が活動報告 
 

概 要 

 

市内各地で活躍する地域おこし協力隊員５名が活動報告会を開催 

します。隊員らが１年間の活動内容と移住した感想や今後の取り組 

みなどについて発表します。 

 

日 時 ３月 13日（金）19時～ 

場 所 市役所４階 会議室 

発表者 

・小鹿由加里（おじかゆかり） 

・川田壱平（かわたいっぺい） 

・田中啓介（たなかけいすけ） 

・中野希美（なかののぞみ） 

・山口洋介（やまぐちようすけ） 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 市民協働課 担当 小倉 ℡ 0790-63-3123 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和２年２月 18日 

 

市人財力推進会議 

インターンシップ発表会を開催 
 

概 要 

 

市と商工会、金融機関の三者でつくる「宍粟市人財力フル活用プ 

ラットフォーム推進会議」が３月 25日、宍粟防災センターで「実践 

型インターンシップ推進事業事例発表会」を開催します。 

インターンシップで大学生を受け入れた楽器店が、学生とともに 

「インディアンフルート」の魅力を発信し新たな客層を開拓した事 

例を発表します。 

 

日 時 ３月 25日（水）18時 30分～20時 

場 所 宍粟防災センター ４階 研修室 

発表者 株式会社テレマン楽器 尾崎社長 

内 容 民族楽器「インディアンフルート」の魅力を全国に発信し、 

新たな客層を開拓した学生インターンシップの事例発表 

主 催 宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議 

 

参考資料 案内文書 

担当者から 事例発表後に次年度の受入企業の募集を案内します。 

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

兵庫県宍粟市 
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1 実践型インターンシップ推進事業の事例発表会のご案内 1 

 

 宍粟市・宍粟市商工会・西兵庫信用金庫は三者の包括連携協定に基づき、人口減少抑制・

人手不足対策を目的に「宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議」を立ち上げ、

様々な取組みを行っております。その一環として、昨夏行いました実践型インターンシッ

プ推進事業では、受け入れ企業の広報企画のプロジェクトも伸展し、売上が増加するなど

の一定の成果を得ることが出来ました。ついては、その取り組み内容及び成果はもとより、

受け入れによるメリット・デメリットの説明を行いたく、標記の発表会を開催致します。 

自社においても学生と一緒にプロジェクトに挑戦し、経営の強化や改善等を図りたいと

お考えの経営者の皆様に置かれましては、是非ご参加くださいます様お願い申し上げます。 

下記をご参照の上、不明点等はお気軽にお問い合わせください。多数のご参加をお待ち

申し上げます。 

※「実践型インターンシップ推進事業」とは、企業や経営者の皆様が「やってみたい、試してみたいけど、手が付けら

れていない」など会社の未来に新たな方向性を見出す可能性を秘めた本気のプロジェクトを、約１か月間にわたり、

若者（主に首都圏の大学生）と一緒に試みる取組みです。 

 

日時：3月 25日（水）18：30～20：00 

会場：宍粟市防災センター４F 研修室 1・2 

目的：実践型インターンシップ推進事業への理解促進及び令和２年度受入れ企業の募集 

内容：実践型インターンシップ推進事業の説明 

受け入れ企業による事例発表及び座談会 

★令和元年度学生受入れ企業「株式会社テレマン楽器」 

 

＜お申し込み・お問い合わせ＞ 

申込は、下記に必要事項記入の上、FAXしてください。 

締切：3月４日（水）※参加無料 
                                          

事例発表会参加申込書（切らずにそのまま FAXしてください） 

 

企業名：                担当者名：                

連絡先：                                     

申込・問合せ先：宍粟市産業部ひと・はたらく課（担当：岸元） 

Tel：0790-63-3166  Fax：0790-63-1282 E-mail：hataraku-kk@city.shiso.lg.jp 

主催：宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議（宍粟市・宍粟市商工会・西兵庫信用金庫） 
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宍粟市報道発表               令和２年２月 18 日 

 

市人財力推進会議 

わくわ～く企業図鑑を発行 
 

概 要 

 

市と商工会、金融機関の三者でつくる「宍粟市人財力フル活用プ 

ラットフォーム推進会議」が今月、市内企業 24社の魅力を紹介する 

「わくわ～く企業図鑑」を発行しました。 

  若者の就職や定住が目的で、市内の高等学校や中学校などに配布 

されます。来年の新成人にも配布される予定です。 

 

発 行 部 数 1,000部 

掲載企業数 24社 

企業負担金 １万円 

主な配布先 市内３高校の２年生、市内中学校 

県内の大学と専門学校 など 

発 行 元 宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議 

参考資料 企業図鑑 

担当者から 多くの人に企業図鑑のことを知ってほしいので周知をお願いします。 

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

兵庫県宍粟市 
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■ 発表項目 

①少雪誘客促進事業（宿泊者支援）の実施 

 

■ 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て

いることから、兵庫県内のスキー場を有する市町へ宿泊者支援事業が実施されます。 

宍粟市においても、ちくさ高原スキー場、ばんしゅう戸倉スノーパークの来場者は激減して

います。 

それでも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。 

 ＜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２月 18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

宍粟市内対象宿泊施設（R2.2.10現在）
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■ 発表項目 

②今井通子氏講演会～山と森から学んだもの～ 開催 

       ③【宍粟 50 名山ファンクラブ】2020 年度会員募集 

 

■ 概要 

② 医師であり登山家でもある今井通子さんの講演会を開催します。登山や自然を相手にした

経験を通じて学んだもの、山と森の持つ魅力や果たす役割などについて語っていただきます。 

今井通子さんは森林セラピストでもあり、宍粟市でセラピー体験会を実施するなど、宍粟市

のセラピー事業にも貢献されています。 

   専門家による貴重な講演ですので、興味のある方はお気軽にお申し込みください。 

 

  【内容】 

    日時：令和 2 年 3 月 20 日（金・祝）10 時～12 時 

    場所：宍粟市役所 4 階会議室 

    申込先：兵庫県立森林大学校 研修課 

    申込期限：3 月 10 日（火） 

     ※詳細は別紙のとおり 

  

 ③ しそう森林王国観光協会では、宍粟 50 名山への登山やハイキングを通じて、自然とふれ

あい、自然を学び、自然を守り育てるとともに、宍粟 50 名山を愛する人々の交流の輪を広

げていく『宍粟 50 名山ファンクラブ』の 2020 年度会員を募集します。 

   会員限定のイベントもありますので、ぜひお申込みいただき、自然の中での交流を深めま

しょう。 

 

  【内容】 

    資格：どなたでも入会可 

    種類：個人会員、家族会員（同一住所に居住する家族） 

    期間：2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

    申込先：しそう森林王国観光協会 

    申込期限：令和 2 年 4 月 1 日（水） 

     ※詳細は別紙のとおり 

 

 ＜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２月 18日 

報道関係者各位 

13



 
令和２年 

３月２０日（金・祝） 
10:00～12:00 

今井通子氏講演会 
～山と森から学んだもの～ 

講演内容 

医師であり登山家でもある今井通子さんの講演会を開催しま

す。登山や自然を相手にした経験を通じて学んだもの、山と森の

持つ魅力や果たす役割などについて語っていただきます。 

講師紹介 

東京都出身の医師・登山家。国際自然・森林

医学界（INFOM）会長。女性初のアルプス三大

北壁登攀に成功。県立森林大学校特任大使。 

    

主催 兵庫県立森林大学校 

協力 （公財）しそう森林王国観光協会 

 

＜開催場所＞ 

宍粟市山崎町中広瀬

133-6 

宍粟市役所４階会議室 

ＴＥＬ： 

０７９０－６3－３０００ 

 

＜受講料＞ 

１人５００円 

 

＜申込方法＞ 

裏面の申込書に必要事

項を記入のうえ、FAX ま

たは E メールにてお申し

込み下さい。 

 

＜申込期限＞ 

３月 10日（火） 

 

兵庫県立森林大学校 

研修課 

宍粟市一宮町能倉 772-1 

ＴＥＬ： 

０７９０－６５－９９１６ 

 

 

 

＜お問い合せ先＞ 
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今井通子講演会 ～山と森から学んだもの～ 

参加申込書 

氏名（ふりがな）  

住 所 

〒 

 

 

メールアドレス  

携帯電話番号 
（無ければ自宅番号） 

 

備 考  

※１ いただいた個人情報は、森林大学校に関する情報提供以外には使用いたしません。 

※２ 講演会風景の写真等をホームページやパンフレット等に掲載することがあります。 

顔写真の公表などご都合が悪い方は、備考欄に「非公表」とご記入ください。 

※３ 徴収した参加費については、原則返金いたしません。 

※４ 申込期限後のキャンセルについては、参加費をいただくことがあります。 

 

申込先  兵庫県立森林大学校 研修課 

ＦＡＸ   ０７９０－７２－２７０１ 

E-mail  c_shinrin@pref.hyogo.lg.jp 

 

森林大学校

HP  
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【宍粟 50 名山ファンクラブ】 

       2020 年度会員募集 
 

しそう森林王国観光協会では、宍粟 50 名山への登山やハイキングを通じて、自

然とふれあい、自然を学び、自然を守り育てるとともに、宍粟 50 名山を愛する

人々の交流の輪を広げていく『宍粟 50 名山ファンクラブ』の 2020 年度会員を

募集します。 

 

 友の会の特典 

・会員の方には、会員証を交付いたします。 

・本協会が主催する宍粟 50 名山に関する行事の案内等を送付いたします。   

ただし、優先的に参加できるものではありません。 

・会員対象の行事（年 1 回）に参加していただけます。 

・本協会が提携する宍粟市内の温泉施設の割引を受けることができます。 

（宍粟の名湯半額入浴券５枚） 

 

○会員の資格・種類・期間・会費 

 ・資 格／どなたでも入会できます。 

 ・種 類／個人会員  

      家族会員(同一住所に居住する家族)  

・期 間／2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

  

・会 費／個人会員 ･･･ 年額 1,000 円 

      家族会員 ･･･ 1 名年額 1,000 円とし、1 名増えるごとに 

500 円を加算します 

      例：家族 2 名で入会すると、会費は 1,500 円になります。 

      ※期間途中の入会でも会費は同額です。 

○募集期間 

  令和元年 12 月 1 日～令和 2 年 4 月 1 日  
※4 月 1 日以降も入会は随時受付け可能ですが、会員期間・会費は同じです。 

 

○応募方法 

  入会申込書に必要事項をご記入の上、郵送又は FAX にて事務局までお申し

込み下さい。会費は、専用用紙にてお振り込み下さい。 

  なお、入会は会費入金確認後になります。 

 

お問合せ・お申込み先 

       〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 

         公益財団法人しそう森林王国観光協会  

宍粟 50 名山ファンクラブ係 

        TEL 0790-64-0923 FAX 0790-64-5011 
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宍粟５０名山ファンクラブ 

入 会 申 込 書 
 

会員区分 個人会員 家族会員 

 

フリガナ   

 

性 別 

 

 

 

男 ・ 女 

 
       氏  名 

 

 

生年月日 S・H  年  月  日（  歳） 

住  所 

〒   － 

都・道    区・市    区・町 

府・県    郡      村 

連 絡 先 

電話（自宅）  （     ）    － 

電話（携帯）  （     ）    － 

Ｆ  Ａ  Ｘ  （     ）    － 

Ｅ－ｍａｉｌ          ＠ 

 

家族会員の場合のその他の方 

フリガナ  
 

性 別 

 

男 ・ 女        氏  名 
 

 

生年月日 S・H   年  月  日（  歳） 

フリガナ  
 

性 別 

 

男 ・ 女        氏  名 
 

 

生年月日 S・H   年  月  日（  歳） 

フリガナ  
 

性 別 

 

男 ・ 女        氏  名 
 

 

生年月日 S・H   年  月  日（  歳） 

※ご提供いただきました個人情報は、当クラブの運営にのみ利用いたします。 

会員番号  
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宍粟市イベント情報 ３～４月          この情報は２月８日現在のものです。 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

揖保川・千種

川アマゴ釣り

解禁 

３月１日（日） 

・千種川流域

は日程変更

の可能性あり 

市内揖保川・千種

川流域 

市内の清流「揖保川」、「千種

川」でアマゴ釣りが解禁されま

す。その体色の美しさから「渓

流の女王」と呼ばれるアマゴ。

透き通るような清流がアマゴ生

息の条件といわれています。春

の訪れを感じさせるアマゴの塩

焼きは皮目の香ばしさとほっく

りした身が味わえます。唐揚げ

や天ぷらもおすすめです。 

【入漁券】 

揖保川▶年券 7,200 円、日券

2,600円 

千種川▶年券 6,400 円、日券

2,200円（年券、日券とも金額は

予定） 

 

▶揖保川漁業協

同組合 

℡0790-62-6633 

▶千種川漁業協

同組合 

℡0791-52-0126 

ちくさ高原雪ま

つり 

３月１日(日) 

・ゲレンデ状

況で変更の

可能性あり。

詳細は公式

サイトか電話

でご確認くだ

さい。 

 

ちくさ高原スキー場 

(千種町西河内

1047-218) 

 

 

仮装でゲレンデを滑走する仮

装大会があります。個人でもグ

ループでも参加できます。ちぐ

みんパークイベントのほか、仮

装大会審査発表後に餅まきが

あります。 

ちくさ高原スキー

場 

℡0790-76-3555 

特産葉わさび

寿司まつり 

３月 22日

（日）９時～ 

 

 

土万ふれあいの館 

（山崎町土万 1515-

2） 

宍粟のおいしい水と土万地区

の肥沃な土壌で育った葉わさ

びをふんだんに使った「特産葉

わさび寿司」は売り切れ必至。

葉わさび漬けや人気の醤油饅

頭、豚汁なども販売されます。

また、わさびの苗のほかにもワ

ラビ、タラの芽などの山菜も並

びます。 

 

土万ふれあいの

館 

℡0790-67-0359 

（水曜定休） 
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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) 

９時～(予定) 

 

原不動滝 

（波賀町原） 

駐車場▶約 100台 

入園料▶大人 200

円、子ども 100円 

４月１日は山開き、滝開きで

す。 

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▶

4/1～11/30 

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

には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 

第 13回森の国

オカリナフェス

ティバル 

４月 5日（日） 

開場▶9 時 30

分 

開演▶ 10 時

15 分～18 時

頃 

 

山崎文化会館 

(山崎町鹿沢 88-1) 

駐車場▶約 150台 

全国のオカリナ愛好者、愛好グ

ループが集い、それぞれの演

奏を披露して交流を深めること

を目的に開催されます。 

一般参加者によるオカリナ演奏

をはじめ、豪華なゲストステー

ジも。ロビーでは「オカリナ祭(オ

カリナ展示即売会)」が開かれ、

全国から集まったオカリナを自

由に試奏できます。また、出店

ブースとのコラボ企画「オカリナ

も当たる森の国大抽選会」があ

ります。 

入場チケット▶全席指定 1,000

円(小学生以上) 

 

 

 

▶森の国オカリナ

フェスティバル実

行委員会  

℡0790-62-7500 

▶山崎文化会館 

℡0790-62-5300 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

ふれあいの館

15周年記念イ

ベント 

 

４月５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 

太鼓やバンド演奏などのステー

ジショーや餅つき大会、うどん

などの出店があります。土万ふ

れあいの館加工部による巻き

寿司、特産の葉わさびの加工

品（葉わさび粕漬・葉わさび寿

司）、野菜などの即売もありま

す。詳細は未定です。 

土万ふれあいの

館 

℡0790-67-0359

水曜定休 

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 

波賀町斉木地区の住民グルー

プが畑で栽培した葉わさびを巻

き寿司や醤油漬け、粕漬など

に加工して販売します。 

ほかにもワラビ、タラの芽、自

然薯など地元の特産品も並び

ます。詳細は未定です。 

道の駅みなみ波

賀 

℡0790-75-3999 

葛根腰痛地蔵

花まつり 

４月 12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 

葛根の腰痛地蔵は腰痛にご利

益があるといわれ、遠方からの

参拝客もあります。お参りは藁

草履を履いてお地蔵さまの腰

を踏み、その草履の鼻緒を切っ

ておくと腰の痛みがとれるとい

われています。 

地蔵尊周辺の桜を眺めながら

地元住民とともに楽しめるお祭

りです。詳細は未定です。 

土万ふれあいの

館 

℡0790-67-0359

水曜定休 

西深桜まつり 

 

４月 12日(日) 

10時～15時 

 

 

西深の桜並木周辺 

（一宮町西深 県道

６号線旧下三方小

前の信号を西へす

ぐ） 

駐車場▶約 30台 

桜並木の横で開催される自治

会主催のアットホームなおまつ

りで、たこ焼きやおでん、アイス

クリームなど地元の人による出

店が並びます。雨天決行の予

定です。 

平成５年に揖保川に沿って植

栽された 100 本の桜は地元自

治会に大切に守られ、毎年美し

く咲きそろいます。夜間はライト

アップもされます。ライトアップ

期間など詳細は未定です。 

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 

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 

日程は未定 

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。楓香

荘の傍にある思川桜、新緑の

原不動滝、可憐なりんごの花

が楽しめます。楓香荘フロント

でスタンプラリーの台紙をお渡

しします。達成者にはミニプレ

ゼントあり。（随時参加可・参加

無料）詳細は未定です。 

楓香荘 

℡0790-75-2355 

 

この情報は２月８日現在のものです。 

 

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 

＜３月＞ 

▶１日(日) 森林セラピー体験とピザづくり ▶14 日(土) 森の草木染め体験 ▶15 日(日) 糸ノコ教室(組木 五

月人形)  ▶20 日(金・祝) 日本ミツバチを飼おう座学 ▶21 日(土) マツタケ山の整備 ▶22 日(日) アサギマ

ダラの舞う森づくり② ▶28日(土) 春の山野草で天ぷらを作ろう  ▶29日(日) 森の窯焼きピザづくり 

＜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 

この情報は２月８日現在のものです。 

 

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 

（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 
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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 

 

千年藤 

 

４月下旬～５月上旬 

大歳神社 

(山崎町上寺) 

 

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。 

ライトアップ時間など詳細は未定です。 

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 
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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) 

 

 

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 

この情報は２月８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 

宍粟市の葉わさびは土万地区、波賀斉木地

区の畑で育て、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 

わさび寿

司・葉わさ

び寿司 

３月～５月上旬 葉わさび漬けを巻き寿司の芯にして巻いた

土万ふれあいの館「特産葉わさび寿司」と道

の駅みなみ波賀の「葉わさび寿司」は、鼻に

つんとくる爽やかな辛みとシャキシャキの歯

ごたえが楽しめます。 

▶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２月８日現在のものです。 
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県立山の学校報道発表             令和２年２月 18 日 

 

令和２年度入学生 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、次のとおり令和２年度入学生の追加

募集を行います。学校説明会及び見学は随時受け付けています。 

 

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（2020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（2021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名に達する日または 2020年９月末日の

いずれか早い日まで。出願書類を本校へ持参または郵送 

５出願から選考まで 

(1)提出書類  入学願書、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（３ヶ月以内に実施したもの） 

         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 800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 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 

参考資料 令和２年度兵庫県立山の学校生徒追加募集要項を添付します。 

担当者から 新聞への記事掲載につきまして、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（副校長） ℡ 0790-62-8088 

県立山の学校 
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