
 

 
９月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和元年９月 18 日（水）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）東京 2020 オリ・パラ聖火市実行委設立総会を開催 …１ 

（２）楓香荘 民間アイデア募集 …３ 

（３）きてーな宍粟 リニューアルオープン…４ 

（４）特色生かす地域づくりを大学生が学ぶ  …５ 

（５）姫路で企業説明会 …７ 

（６）婚活交流会 参加者募集 …９ 

（７）人権シンポジウムを開催 …11     

（８）食育講演会を開催 …14 

 （９）絵本原画展を開催 …17 

（10）市展を開催  …20 

（11）巡回パネル展を開催 …22 

 

４（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 開催 …23 

（２）くにみまつり 2019 開催 …26 

（３）宍粟ブランドうまいもん市開催 …26 

 

５ 県立千種高等学校からのお知らせ 

 ＣＨＩＫＵＳＡ中高合同体育祭 …28 

  

６ 各種イベント情報等                 

・イベント情報 10～11 月 …29 

                            

 ７ 閉会 

   

 
次回の予定 

日時 令和元年 10 月 18 日（金）午後２時～ 

場所 宍粟市役所４階 403 会議室 



 

 

宍粟市報道発表               令和元年９月 18 日 

 

東京 2020 オリ・パラ聖火 

市実行委設立総会を開催 
 

概 要 

 

東京 2020オリンピックの聖火リレーとパラリンピック聖火フェスティ

バルの宍粟市実行委員会設立総会を９月 24日に市役所で開催します。 

音水湖を主会場とするオリンピック聖火リレーと、市内巡回コースを計

画するパラリンピック聖火フェスティバルの実施方法などを検討します。 

 

名 称 東京 2020オリ･パラ聖火宍粟市実行委員会 設立総会 

日 時 ９月 24日（火曜日）午後１時 30分～ 

場 所 宍粟市役所３階庁議室 

構成員 別紙のとおり 

 

 

 

▷オリンピック聖火リレーの日程 

2020年５月 24日（日曜日）時間は未定 

兵庫県１日目（豊岡市～朝来市～宍粟市の順） 

 

▷パラリンピック聖火フェスティバルの日程 

2020年８月 13日から 17日の５日間 

13日 採火式、ビジット（展示） 

14日～16日 ビジット（展示） 

17日 出立式（集火式のため県庁へ） 

参考資料 実行委員会名簿 

担当者から  

問合せ先 所属 市民協働課 担当 石垣 ℡ 0790-63-3210 

兵庫県宍粟市 
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構成員 氏名 備考

市長 福　元　晶　三

副市長 中　村　　　司

教育長 西　岡　章　寿

宍粟市連合自治会会長 野　村　和　男 山崎町連合自治会会長

　　　   〃 　　　副会長 大　坪　津　義 一宮町　　　〃

　　　   〃 　　　副会長 野　毛　邦　明 波賀町　　　〃

　　　   〃 　　　副会長 森　脇　常　公 千種町　　　〃

宍粟市体育協会会長 志　水　　　修

宍粟市スポーツ推進委員長 薄　木　正　夫 　

宍粟市身体障害者福祉協会会長 八　木　春　男

宍粟市中学校校長会会長 森　脇　圭　吾 （山崎西中学校）

宍粟市小学校校長会会長 久　保　欽　哉 （山崎小学校）

まちづくり推進部長 津　村　裕　二

健康福祉部長 世　良　　　智

事務局

東京2020オリ･パラ聖火宍粟市実行委員会委員名簿（案）

市民協働課・障害福祉課
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

サウンディング型市場調査実施 

楓香荘 民間アイデア募集 
 

概 要 

 

波賀不動滝公園「楓香荘」の特徴を最大限に活かす再生のため、民間事

業者に「宍粟市楓香荘サウンディング型市場調査」を実施します。サウン

ディング型市場調査とは、行政が民間事業者と直接対話をし様々なアイデ

アや意見を把握することです。官民が連携して今後の楓香荘に最適な事業

の仕組みや効果的で魅力ある運営の方法を検討します。 

 

質問と意見の受付 ９月９日～10月 18日 

現地視察 10月１日(火) 

対話期間 10月１日～31日 

 

参考資料 実施要領と資料 

担当者から  

問合せ先 所属 まち・にぎわい課 担当 川本 ℡ 0790-63-3127 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

きてーな宍粟 イーグレに移転 

リニューアルオープン 
 

概 要 

 

 ふるさと宍粟ＰＲ館「きてーな宍粟」が姫路駅前からイーグレ姫路に移

転し、リニューアルオープンします。オープンを記念して 12日に式典を

開催します。 

宍粟ならではの農産物や加工品の販売をとおして魅力を発信します。 

 

リニューアルオープン日 

日 時 10月３日（木）午前 10時～ 

リニューアルオープン記念式典 

日 時 10月 12日（土）午前 11時～午前 11時 30分 

内 容 一宮の繁盛米（新米）を使用したおむすびの振舞い有 

店舗概要 

面 積 89.63平方メートル 

場 所 姫路市本町 68番地 290 イーグレひめじ１階 

営業時間 午前 10時～午後５時 

定 休 日 無休（年末年始を除く） 

取扱品目 宍粟市産の農産物や加工品、おむすび 

 

 

 

 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 まち・にぎわい課 担当 梶本 ℡ 0790-63-3127 

兵庫県宍粟市 

本町商店街沿いの 

店舗です 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

特色生かす地域づくりを 

大学生が学ぶ 
 

概 要 

 

神戸学院大学現代社会学部の学生らが、宍粟の地域づくりと観光を学ぶ

校外学習を実施されます。 

 地域の特色を生かしまちの活性化に取り組む市内の団体との交流をと

おして観光につなげる地域づくりを学びます。 

 

日 時 10月 13日（日）午前９時 45分～午後５時 30分 

参加者  現代社会学部現代社会学科 清原 桂子 教授 

       １年生 21名 

内 容 

１ 地域活動団体との交流 

・ 山崎中心市街地活性化委員会 

・ 一宮町染河内地区山田自治会 

２ 「フォレストステーション波賀」で森林セラピー体験 

３ 日本酒発祥の地「庭田神社」を見学 

参考資料 別紙「神戸学院大学校外実習について」 

担当者から  

問い合わせ先 

所属 まち・にぎわい課 担当 西川 ℡ 0790-63-3127 

一宮町染河内地区連合自

治会 
担当 山本 ℡ 090-8791-7722 

兵庫県宍粟市 
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神戸学院大学校外実習について 

１ 概要 

奈良時代に編纂された「播磨国風土記」に米、麹、水を使用したお酒づくりが宍粟市一

宮町庭田神社で行われ、その出来事が最古のお酒造りの記述であると言われていることか

ら、日本酒発祥の地“宍粟”を全国にＰＲし、「発酵」をキーワードにまちづくりを推進し

ている。この度、宍粟市を校外学習の場とし、庭田神社（一宮町能倉
よ く ら

）の見学、棚田（一

宮山田）を生かした地域づくり団体や紅葉山、城下町の風情が残る酒蔵通りなど（山崎町

西町）を生かしたまちづくりに取り組む団体と交流し、地域の魅力や地域づくりについて

学習をする。   

さらに、宍粟市の最大の資源である森林を生かしたセラピーを通じて、ストレス社会の

中で森林の空間が人のこころを落ち着かせる、人に安らぎを与える、精神をリラックスさ

せるなど森林の持つ癒しのちからについて学び、“森林
も り

とともに生きるまち宍粟“の魅力を

体感することを目的とする。 

  

 実施日 平成 31年 10月 13日（日）  参加者 23名 

      

（１）地域団体との交流 

 ・酒蔵どおりの探索と山崎中心市街地活性化委員会との交流会  

   ２つの酒蔵の見学と委員会中心メンバーとの交流 約２時間 

  ・山田自治会主催「石垣まつり」に参加し、見学。時間があれば当日夕方から開催の

「棚田のあかり」イベントの点灯をお手伝いする 

（２）森林セラピーの体験（フォレストステーション波賀） 

   セラピー体験 フォレストステーション波賀で昼食（レストラン予約） 

 （３）日本酒発祥の地“庭田神社”を見学 

山田の棚田（一宮町山田）の手前にある庭田神社（一宮町能倉
よ く ら

）を見学 

 

２ 行程（案） 

7時 45分 三宮ラウンド前 マクド集合 

8時    出発 

9時 40分 酒蔵見学２か所 

10時 20分 山崎中心市街地活性化委員会との交流 

11時    同所出発 

11時 50分 フォレストステーション波賀に到着 レストランで昼食（予約済み） 

12時 40分 森林セラピーの学習 

14時    出発 

14時 40分 日本酒発祥の地 庭田神社到着 「ぬくゐの泉」など見学 

15時    棚田と石垣を活かした「やまだの里石垣まつり」に参加 

      夕方から行われる「棚田のあかり」点灯作業のお手伝い 

  17時 30分 出発 

  19時    三宮到着 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

宍粟で働いて 

姫路で企業説明会 

 

概 要 

 

 市内や近隣市町での雇用を促進するための企業説明会が姫路で開催さ

れます。当市の経済活性化と定住促進が目的で、市内や市外近隣の企業

14社が参加します。どなたでも参加できます。 

 

日 時 10月 26日（土）午後１時～午後３時半まで 

（受付は午後３時まで） 

場 所 BIZ SPACE HIMEJI ６階 大ホール 

（姫路市本町 127番地 大手前ダイネン BLD.Ⅱ） 

主 催 宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議 

    西播磨地域人材確保協議会 

その他 

 服装、入退場自由 

 予約不要 

 参加費無料 

 

参考資料 企業説明会チラシ 

担当者から 幅広い人に周知したいので、ご協力をお願いいたします。 

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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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

小学校でえんむすび 

婚活交流会 参加者募集 
 

概 要 

 

 旧小学校で開催する婚活交流会「秋のえんむすび学校」の参加者を募集

します。リノベーションした校舎で、音楽の授業を受けたり給食を食べた

りします。 

宍粟市出会い応縁事業の一環で男女の出会いの場を設けます。 

 

日   時 10月 12日（土）午前 11時～午後４時 30分 

場   所 たかのす東小学校 

対   象 25歳から 45歳の独身男女 

男性は市内在住か在勤または市内での暮らしを考えている人 

参 加 費 男性 2,000円 

女性 1,500円 

定  員 男女 15名ずつ 

     応募多数の場合は抽選 

応募期限 10月６日（日） 

応募方法 ＮＰＯ法人ひとまちあーとの申込フォームから応募 

参考資料 チラシ 

担当者から  

問合せ先 所属 社会福祉課 担当 松村 ℡ 0790-63-3067 

兵庫県宍粟市 
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10 月 6 日(日) 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

ありのままの生き方を問う 

人権シンポジウムを開催 
 

概 要 

 

『ありのままの生き方を問う「恥ずかしい」のはどっちだ』と題した人

権シンポジウムを 10月 26日に開催します。 

母と子の自らの体験をもとにした部落差別がテーマのシンポジウムで

す。 

 

日 時 10月 26日（土）午後１時～ 

場 所 宍粟防災センター５階ホール 

内 容 第１部 人権映画上映会（午後１時～） 

第２部 シンポジウム（午後２時～４時） 

    手話通訳あり 

入場料 無料 

その他 事前申し込み不要 

会場内に遊べるスペースがあります。子ども連れで参加できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 チラシ 

担当者から  

問合せ先 所属 人権推進課 担当 石原 ℡ 0790-63-0840 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18 日 

 

人を育てる食を考える 

食育講演会を開催 
 

概 要 

 

「『食』で楽しい子育て・孫育て」と題した食育と子育て支援講演会を 10

月５日に開催します。講師は子どもが作る“弁当の日”提唱者である㈱オフ

ィス弁当の日の竹下和男さんで、日本の子どもの心を満たすためにできる食

育とは何かをお話しいただきます。事前に申し込みが必要です。 

 

 

日  時 10月５日（土）午後２時～午後３時 30分 

  （受付 午後１時 30分～） 

場  所 宍粟防災センター５階ホール 

参 加 費 無料  

定  員 150名程度 

申込期限 10月４日（金） 

申込方法 電話、ファックス、メールで保健福祉課か各子育て支援センター

へ申込み 

そ の 他 要約筆記・手話通訳あり 

     託児あり 

     当日参加もできます 

 

 

 

参考資料 チラシ 

担当者から 講演会終了後、タカコ ナカムラ氏とのディスカッションがあります。 

問合せ先 所属 保健福祉課 担当 岸根 ℡ 0790-62-1000 

兵庫県宍粟市 
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令和元年度

主催：宍粟市 ／ 事務局： 宍粟市 保健福祉課 ・ 子育て支援センター・まち・にぎわい課

宍粟市保健福祉課 TEL：0790-62-1000 ／ FAX：0790-62-6354

山崎子育て支援センター TEL：0790-64-7716 ／ FAX：0790-64-7711

一宮子育て支援センター TEL：0790-72-2100 ／ FAX：0790-72-2110

波賀子育て支援センター TEL：0790-75-8800 ／ FAX：0790-75-2415

千種子育て支援センター TEL：0790-76-8600 ／ FAX：0790-76-8110

【時間】14：00～15：30（受付 13：30～）

【場所】宍粟防災センター5階ホール 【参加費】無料
（兵庫県宍粟市山崎町鹿沢65番地3）

【定員】先着150名 ≪要申込≫【要約筆記・手話通訳も行います】

【申込期間】令和元年7月22日（月）～令和元年10月4日（金）

（定員になり次第〆切）

【申込先】下記連絡先へ電話・ファックス・メールにてお申込み下さい。
※託児希望の方は申込時にお問い合わせください※

株式会社 オフィス弁当の日

講師： 竹下 和男

※同講演会内で「塩麹」などの仕掛け人 タカコ ナカムラ先生とのコラボあり※

香川県出身。香川大学卒業後香川
県内で教員を経て平成12年より学
校長となり「弁当の日」による教
育プログラムを実践。
平成22年からフリーとなり各地で
教育や食育について熱心執筆・講
演活動を行っている。

わ

『食』で

楽しい子育て

・孫育て

食育講演会

10/5（土）

第2次宍粟市食育推進計画 ～ 食育に関心を持ち、食育の環を地域に広げよう ～

宍粟市子育て支援センター
交流事業
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• プロフィール

1949年香川県に生まれる。香川大学教育学部卒業
後、小中学校教諭と教育委員会への職歴を経て、
2000年より香川県の綾川町立滝宮小学校長に就任。
就任の翌年に同小学校にて、子どもひとりで作る
「弁当の日」をスタート。高松市立国分寺中学校
でも実践し、その教育効果を実証し、保護者・地
域ぐるみの食育を実践。
退職後は2010年より日本全国で幼児教育も含めた
講演・執筆活動を行っている。
現在、『はなちゃんのみそ汁』著者安武信吾さん
や多くの支援者らとともに『弁当の日』の映画を
実現すべく鋭意進行中。

FAX申込書

この用紙を切り取らず申し込んでください

『弁当の日』

に託した

六つの夢

１．「一家団欒の食事が当たり前になる夢」
２．食べ物の「命」をイメージできるようになる夢
３．子ども達の感性が磨かれる夢
４．人に喜ばれることを快く思うようになる夢
５．感謝の気持ちで物事を受け止められるようになる夢
６．世界をたしかな目で見つめられるようになる夢

いっかだんらん

代表者名
（FAX送信者）

同伴者

※託児希望の方も
申込時に合わせて
ご連絡下さい※

Android版 iOS版

しそう子育て

応援アプリ

『スクスク』

について

宍粟市では、平成30年度より市内の子
育てイベントや子育て支援情報・施設
マップなどを配信する子育て応援アプリ
を提供しています。
お子さんの予防接種スケジュールや接
種記録の管理、子育て日記の機能もつい
ています。
お孫さんがいらっしゃる方は、ご一緒
に参加できるイベントをこれでチェック
してみてはいかがでしょうか？

竹下和男先生・タカコナカムラ先生
に質問がありましたらご記入下さい。

↓ダウンロードはこちらから↓

登録は
無料です！

宍粟市保健福祉課 FAX：0790-62-6354

山崎子育て支援センター FAX：0790-64-7711

一宮子育て支援センター FAX：0790-72-2110

波賀子育て支援センター FAX：0790-75-2415

千種子育て支援センター FAX：0790-76-8110
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

アキノイサム 

絵本原画展を開催 
 

概 要 

 

アキノイサム絵本原画展を９月 18日から開催します。アメリカ先住民

の世界を描いた詩集絵本「おれは歌だおれはここを歩く」の原画が並びま

す。 

 

期 間 ９月 18日～29日 

場 所 市立図書館（宍粟市山崎町鹿沢 81） 

 

 関連して同氏が描いた民話絵本の読み聞かせをします。民族楽器カリン

バやアンクルンに触れる機会もあります。 

 

日 時 ９月 28日（土）午前 10時 30分～11時 30分 

場 所 市立図書館２階 

その他 申し込み不要 

 

参考資料 チラシ（２種類） 

担当者から  

問合せ先 所属 社会教育文化財課 担当 小西 ℡ 0790-62-4620 

兵庫県宍粟市 
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アキノイサム絵本原画巡回展にあわせて、民話絵本

『プンクマインチャ』などアキノイサムさんが描いた

絵本の読み聞かせをします。 

民族楽器、カリンバやアンクルンにふれて民話の世界

をたっぷり味わいませんか？ 

日時：９月２８日（土） 

１０：３０～１１：３０ 

（絵本の読み聞かせが終わる１１：００以降は入退室自由です。） 

場所：図書館２階 

対象：子どもから大人まで 

カリンバ 竹のマリンバ アンクルン 

お問い合わせ：宍粟市立図書館 TEL：６２-4620 

申込不要 
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18 日 

 

市展を開催 
 

概 要 

 

「第 15回宍粟市美術展」を 10月 29日から開催します。写真や日本画

など５部門に出品された作品が並びます。 

 

会期  10月 29日～11月３日 

時間  午前９時～午後５時（３日は午後４時まで） 

会場  宍粟防災センター４階、５階 

部門  写真、日本画、洋画、書、工芸 

主催  宍粟市、宍粟市教育委員会 

主管  宍粟市美術展運営委員会 

後援  宍粟美術協会 、神戸新聞社、宍粟市商工会 

    山崎ライオンズクラブ、はりま一宮ライオンズクラブ 

    （公財）宍粟市文化振興財団 

参考資料 第 15回宍粟市美術展チラシ 

担当者から 

たくさんの人に観ていただきたいので、会期について新聞掲載をお願いし

ます。また入賞作品は決定次第お知らせしますので、情報が必要な場合は

ご連絡ください。（審査は 10月中旬予定） 

問合せ先 所属 社会教育文化財課 担当 亀井 ℡ 0790-63-3117 

兵庫県宍粟市 
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会　期

会　場

部　門

　 日本画・洋画（商業美術を含む）

   写真・書・工芸（彫塑を含む）

    令和元年
　 10月29日(火)～11月３日(祝･日)
　 　 午前９時～午後５時まで ３日は午後４時まで

　 宍粟防災センター４階・５階

■出品受付 と き 令和元年10月13日（日）

午後１時30分～午後４時

ところ 宍粟防災センター４階・５階

出品料 無料

■主 催 宍粟市・宍粟市教育委員会

■主 管 宍粟市美術展運営委員会

■後 援 宍粟美術協会/神戸新聞社/宍粟市商工会

山崎ライオンズクラブ/はりま一宮ライオンズクラブ

（公財）宍粟市文化振興財団

■お問い合わせ 宍粟市美術展運営委員会（社会教育文化財課内）

〒671-2593

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6

TEL（0790）63-3117 FAX（0790）63-1063
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宍粟市報道発表               令和元年９月 18日 

 

地域をつなぐ歴史の道 

巡回パネル展を開催 
 

概 要 

 

「地域をつなぐ歴史の道～郷土の古道～」巡回パネル展を９月 30日か

ら開催します。かつては西播磨の村々を結ぶ大動脈として賑わった古道や

各地に残る道標などのパネル写真が並びます。 

 

期間 ９月 30日～10月 11日（平日のみ） 

時間 午前９時～午後５時 

会場 市役所１階市民ロビー（宍粟市山崎町中広瀬 133番地６） 

料金 無料 

参考資料 チラシ 

担当者から 展覧会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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■ 発表項目 

①しそう観光フォトアワード ミライエシソウ 2019 開催 

■ 概要 

①しそう観光フォトアワード ミライエシソウ 2019 開催 

今年も宍粟市へ来訪するカメラマンの誘客を図るため、フォトアワードを開催します。 

このフォトアワードのテーマは「未来へ」としており、未来へ繋ぐ宍粟市の観光写真を下記の部

門に分けて募集します。今回はスマートフォンアプリのインスタグラムで気軽に応募できる「イン

スタ部門」を新設しました。（プリント形式の部門別募集は廃止しました） 

毎年、たくさんのご応募があり、宍粟市の新たな魅力を発見することにも繋がっています。今年

もカメラマンの皆様それぞれの‘ミライエシソウ’を探しに来ませんか？たくさんのご応募お待ち

しております。 

■ 内容 

テーマ 未来へ 

部 門 🔶プリント部門・・・・・・・・・・・・1 人につき 5 点まで 

（四季折々の風景、イベント、人物、花、産業など） 

🔶インスタ部門・・・・・・・・・・・・点数制限なし 

（上記と同様の内容をインスタグラムで投稿する） 

  賞 ☆最優秀賞・・・・・・1 点（賞状・賞金 15 万円・ペア宿泊券） 

☆金賞・・・・・・・・3 点（賞状・賞金 3 万円） 

☆銀賞・・・・・・・・５点（賞状・賞金 5 千円） 

☆銅賞・・・・・・・・15 点（賞状・特産品セット） 

☆インスタ賞・・・・・10 点（特産品セット・半額入浴券） 

■ 応募方法 

詳細はチラシ裏面の募集要項をご覧ください。 

応募用紙は、当協会のホームページ「しそうツーリズムガイ

ド」からダウンロードすることもできます。 

■ 募集期間 

締め切り：令和２年 2 月 29 日（土）消印有効 

   入賞発表：令和２年 3 月下旬～4 月上旬           

（4 月記者発表の際に最優秀賞の表彰式を予定） 

 ＜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９月 18日 

報道関係者各位 

ミライエシソウ 2018 最優秀賞 

「里山で過ごした時間」 
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■ 発表項目 

②くにみまつり 2019 開催 

③宍粟ブランドうまいもん市開催 

■ 概要 

 

②くにみまつり 2019 開催 

今年も山崎南中学校の吹奏楽部の演奏に始まり、「遊ぼう・作ろう・食べよう」をテーマにたくさ

んのイベントがあるほか、エンディングにはもちまきも行います。 

開催日時：令和元年9
く

月23
にみ

日（月・祝） 

10：00～15：00 ※小雨決行 

場所：県立国見の森公園 

送迎：臨時駐車場からシャトルバスあり 

 

 

 

③宍粟ブランドうまいもん市開催 

  宍粟ブランド認証の特産品を市外へ広くＰＲするため、アグロガーデン神戸駒ヶ林店で「宍粟ブ

ランドうまいもん市」を開催します。柴原精肉店の「宍粟牛」、㈳遊ファームの「味優留（あいする）

サーモン」「どくだみ」、中谷物産㈱の「宍粟牛笹うどん」など、宍粟のグルメを一日堪能できます。 

  また、都会では体験することが難しい「鮎のつかみ取り大会」や「手作り木工体験」も行います。 

  

開催日時：令和元年 10 月 14 日（月・祝） 

     10：00～16：00 ※小雨決行 

 ※10／12～14 の 3 日間は店内にて地酒、木のおもちゃ、 

鹿革コレクションなど、ほか特産品の販売を行っています。 

（宍粟市商工会販路拡大事業） 

場所：アグロガーデン神戸駒ヶ林店 駐車場 

   （神戸市長田区南駒栄町１－７） 

                                           

 ＜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９月 18日 

報道関係者各位 

くにみまつり 2018 丸太きり大会の様子 

神戸農業公園にて 

昨年の鮎のつかみ取り大会の様子 
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● 炊き込みごはん
● サンドイッチ
● 巻寿司
● 山菜ごはん
● 焼きそば
● ポテトフライ
● 鮎の塩焼
● ピザ
● 焼菓子 他

● 糸のこ体験
● はりがねトンボづくり
● ウグイス笛と紙鉄砲づくり
● 竹セミ、木のおもちゃづくり
● 竹笛、竹弓づくり
● 森のフラワーアレンジメント 他

● 安全木のぼり
● メダカと鯉すくい
● 沢ガニレース
● 丸太きり大会
● 国見クイズ
● 無料ゲーム大会 他

もちまき大会を行います。
15：00 〈予定〉

中国自動車道

国見の森
公園

中広瀬

下広瀬

御名北

御名

千本屋

53

揖保川

城下郵便局
城下バス停臨時駐車場

シャトルバス乗場

エイチ・ビィ・アイ
株式会社

市役所　　　
職員駐車場

シャトルバス乗場

山崎インター南

中井

〒

イオン

コンビニ

29

29

文文

文

山崎I.C
1km

中広瀬北

 P

 P

N

夢公園
市役所
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537

9月23日（月・祝）
令和元年

10：00～15：00 ※小雨決行

お問い合わせ先

駐車場

場　所 県立国見の森公園（宍粟市山崎町上比地374）

エイチ・ビィ・アイ株式会社様駐車場
宍粟市役所職員駐車場（市役所前）

当日公園の駐車場は利用できません。駐車場から会場まではシャトルバスで送迎します。
※お願い：周辺道路は駐車禁止です。臨時駐車場をご利用ください。

公益財団法人 しそう森林王国観光協会
〒671-2558　兵庫県宍粟市山崎町上比地374
TEL：0790-64-0923／FAX：0790-64-5011
URL：http://www.kuniminomori.jp/

案内図

フィナーレにフィナーレに

都合により内容を変更する場合が有ります。※有料

兵庫県立国見の森公園 自然とふれあいながら里山や森林の大切さを体験できる
イベントを行います。秋の一日を楽しんでください!

オープニングに
地元山崎南中吹奏楽部の
演奏があります!

森林
王国女王＆

しー
たんも

来るよ!!

くに みまつり2019

特別イベン
ト

●鮎のつかみ
取り大会（無

料）

●甲冑試着
体験会（無料

）

●国見のセリ
市

●野点（有料
）、他

協力
団体

県立森林大学校
県立山の学校
県立山崎高等学校
県立伊和高等学校

イベントもりだくさん…

お
いし

そう♥

ち

ゃ
んと

作れるかな

？

怪我
しないよう

に

ね
!?

※混雑が予想
されます、事前
予約を…!

元
気
に
運
行
再
会

し
て
お
り
ま
す
!

元
気
に
運
行
再
会

し
て
お
り
ま
す
!

ミ
ニ
モ
ノ
レ
ー
ル

山
麓
〜
山
上
間
の

遊ぼう 作ろう 食べよう
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県立千種高等学校報道発表         令和元年９月 18 日 

 

第３回 

CHIKUSA 中高合同体育祭 
 

概 要 

 

今年も中学生と高校生が校種を超えた特別チームを作り、県下で

も珍しい合同体育祭を実施します。スローガンは千種中学生が考え

た造語です。地域のみなさま、宍粟市のみなさま、ご声援をお願い

いたします。 

スローガン 和仲協彩（わちゅうきょうさい） 

～熱く輝き「今」を超えろ～ 

日 時 10 月 14 日（月） 

雨天の場合 10月 15日（火）に順延  

会 場 宍粟市立千種中学校グラウンド  

参加生徒数 千種中学校   55名 

千種高等学校 107名 合計 162名  

写真は平成 30年度の様子 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 県立千種高等学校 担当 吉田（教頭） ℡ 0790-76-2033 

県立千種高等学校 
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宍粟市イベント情報  10月～11月 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

第 25 回やまだ

の里石垣まつ

り 

 

10月 13日(日) 

12 時～15時 

 

会場▶センターみは

らし周辺(一宮町東

河内 516) 

駐車場▶東河内健康

センター 

 

・係員の誘導に従

って駐車してくだ

さい。 

・20時までシャト

ルバス運行あり 

訪れた者の心をほっこりと

ほぐしてくれる一宮やまだ

の里、石垣の風景。美しく

咲きそろうコスモスの開花

に合わせて石垣まつりが開

催されます。地元の方々が

いつくしみ守り続けてきた

棚田の美しい風景はみはら

し広場からの眺めがお勧め

です。 

石垣まつり終了後、棚田に

灯篭を設置し点火します。

皆様のご協力をお願い致し

ます。 

 

 

山田自治会(長野) 

℡0790-72-0741 

事務局(上長) 

℡ 0790-72-1820 

 

灯篭設置のボラン

ティアもお問合せ

下さい 

 

第７回やまだ

の里棚田の灯

り 

10月 13日(日) 

15 時～20時 

 

 

会場▶センターみは

らし周辺(一宮町東

河内 516) 

駐車場▶東河内健康

センター 

 

・係員の誘導に従

って駐車してくだ

さい。 

・20 時までシャト

ルバス運行あり 

石垣の棚田にライトアップ

とロウソクの灯籠が灯さ

れ、山田の里に幻想的な景

色が広がります。 

 

石垣まつり終了後、棚田に

灯篭を設置し点火します。

皆様のご協力をお願い致し

ます。 

 

棚田の灯り 

ライトアップ期間 

9 月 30日～12月末頃 

1,000 個のペットボタル(ペ

ットボトルに入れた三色に

変わるランプ)がライトア

ップされ幻想的な棚田の夜

を演出します。 

 

 

 

山田自治会(長野) 

℡0790-72-0741 

事務局(上長) 

℡ 0790-72-1820 

 

灯篭設置のボラン

ティアもお問合せ

下さい 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

新米まつり 10 月５日(土)

～６日(日) 

９時～16 時 

道の駅みなみ波賀 

(波賀町安賀 8-1) 

波賀の自然にはぐくまれた

新米を堪能できるイベン

ト。波賀の棚田で生産され

た新米の試食販売は１日で

完売するほど評判も高い。

店頭販売ではその棚田米を

使った多彩なグルメが並

ぶ。また誰でも参加できる

餅つき大会も行われる。 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

2019 夢マルシ

ェ 

10月 6日(日) 

10 時～15時 

 

・小雨決行 

・荒天中止 

夢公園(山崎町中広

瀬 133-6) 

宍粟市役所となり 

宍粟を楽しく 宍粟を元気

に 夢をつないで人が集う 

夢をかなえる「夢マルシェ」 

今年は宍粟市のマスコット

キャラクター「しーたん」が

宍粟市少年少女合唱団によ

る合唱団１日体験で一緒に

歌います。 

ハンドメイド雑貨や焼き菓

子など、フードと雑貨の移

動販売車にテントのブース 

おり染めや灯りづくりのワ

ークショップも開催。 

ハロウィンプチプレゼント

もあります。 

(小学生以下 先着 200名) 

夢マルシェ実行委

員会 

℡ 090-4768-7209 

伊和神社秋季

大祭 

10月 15日(火)

～16日(水) 

 

10 月 15 日

(火)10時～  

本殿祭 

 

10 月 16 日

(水)12時 30分

～  

神幸祭(遷御祭

→御旅所祭→

還御祭：境内で

屋台の練合せ) 

伊和神社(一宮町須

行名 407) 

 

・公共交通機関を

ご利用ください。 

(駐車場なし) 

 

播磨国風土記にも記される

播磨三大社のひとつ、歴史

深い伊和神社にて行われ

る、大神に感謝し泰平を祈

る秋の大祭。 

神幸祭の巡行から神社の境

内に戻ってきた還御祭では

播磨伝統工芸の粋といわれ

る各氏子の屋台が境内で練

り合わせを行う。 

杉木立に映える屋台に、境

内中に響きわたる太鼓の音

と掛け声は迫力があり見る

ものを圧倒する。 

伊和神社 

℡ 0790-72-0075 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

ちくさふれあ

いフェス 2019 

(文化展同時開

催) 

 

10月 27日(日) 

10時～15時 30

分 

 

文化展 

10月 26日(土) 

13 時～ 

 

・小雨決行 

栄々
え え

人来
と こ

[大通り広

場]周辺 (千種町千

草) 

 

文化展 

センターちくさ 

(千種町千草 160) 

 

 

紅葉が美しい千種の町で秋

の食や文化、運動も楽しめ

る手づくりイベント。「食

のエリア」のほかにバルー

ンアートやフリーマーケッ

トなど「遊びと健康のエリ

ア」があり、バンド演奏な

どステージイベントや商店

街の通りでは自治会対抗競

技も行われる。また地元の

サークルや学生、園児たち

による作品の展示『文化

展』も同時開催。 

ちくさふれあいフ

ェスタ実行委員会

事務局 

℡ 0790-76-2210 

 

国際ふれあい

フェスティバ

ル 

10月 27日(日) 

10 時～15時 

生涯学習センター 

学遊館(山崎町東下

野 18) 

各国のご当地グルメにステ

ージショー、民族衣装に着

つけ体験。会場をぐるりと

まわるといつの間にか海外

の方と友だちに。国際交流

の秋祭り。 

 

・詳細未定 

宍粟市国際交流協

会 

℡ 0790-63-3123 

第３回ふれあ

い登山会 

10月 27日(日) 

８時 30分集合 

大段山 (一宮町井

内) 

集合場所▶宍粟市役

所駐車場(山崎町中

広瀬 133-6) 

 

・中止の場合は前

日に参加者に連絡 

自然豊かな宍粟市の山々に

登り心身ともにリフレッシ

ュ。コナラの林と湿地の

山、一宮町の大段山に登り

ます。 

参加費▶1,000円(記念品・保

険料含む)１ヶ月前より受

付開始(電話のみ) 

しそう森林王国観

光協会 

℡ 0790-64-0923 

 

第４回長水城

まつり 

10月 27日(日) 

10 時～14時 

 

・雨天中止 

 

会場▶五十波農村広

場周辺(山崎町五十

波 1070) 

駐車場▶森林林業技

術センター(山崎町

五十波 430) 

・係員の誘導に従

って駐車してくだ

さい。(約 200台) 

歴史ある長水城(ちょうす

いじょう)で戦国時代に思

いを馳せながら手作り甲冑

体験や武者行列などが楽し

める。軽トラ市で地元野菜

の販売やステージイベント

もある。早朝から行われる

長水山登山では清々しい秋

の景色を満喫できる。 

長水城まつり実行

委員会(小瀬) 

℡ 090-4906-3821  
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

第 42 回いちの

みやふるさと

まつり 

 

11 月３日(日・

祝) 

10 時～15時 

会場▶スポニックパ

ーク一宮(一宮町東

市場 1090-3 

駐車場▶はりま一宮

小学校、一宮南中

学校 

 

・駐車場から会場

までシャトルバス

運行 

秋空の下で賑わうふるさと

を満喫してほしいと、やき

いも、手打ちそばなどのグ

ルメコーナーから、よさこ

い踊りなど音楽とダンスの

ステージ、紙飛行機教室や

草木染めのワークショップ

まで、あらゆるジャンルの

催しが会場いっぱいに開か

れる。またはりま一宮小学

校で『第 45 回いちのみや

美術作品展』も同時開催さ

れる。 

・詳細未定 

いちのみやふるさ

とまつり実行委員

会(一宮市民局ま

ちづくり推進課

内) 

℡ 0790-72-1000 

第３回山崎本

多まつり 

本多まつり▶ 

11月 17日(日) 

11 時～15時 

 

プレイベント▶ 

11月 16日(土) 

10 時～16時 

おもてなし広場▶弁

天池駐車場(山崎町

門前 161) 

駐車場▶最上山もみ

じ祭り臨時駐車場

を利用(協力金 500

円) 

 

 

 

江戸時代に山崎藩主をつと

めた本多家ゆかりの地であ

る山崎町の歴史や魅力を体

験しながら味わえるイベン

ト。手作り甲冑着つけ体験

や武者行列など、本多家の

栄華の時代を体感できる。 

16 日▶城下町めぐり 

本多記念館特別展▶歴史郷

土館(宍粟市立図書館 2階) 

17 日▶武者行列、和太鼓演

奏、グルメ・雑貨マルシ

ェ、しゃんとこ踊り 

山崎本多まつり実

行委員会 

℡ 090-6737-2643 

(坂本) 

℡ 090-9051-4576 

(小林) 

第 31 回伊沢の

里ふれあい文

化祭 

 

11 月９日(土)

～10日(日) 

８時 30分～ 

生涯学習センター

学遊館(山崎町東下

野 18) 

青空市場・フリーマーケッ

ト・日用品バザーのほか、

ステージイベントで和太鼓

や地元の中学生によるブラ

スバンド演奏、豪華景品が

当たる抽選会も行われる。 

 

・詳細未定 

伊沢の里ふれあい

文化祭実行委員会 

℡ 090-5096-2337  

(大谷) 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

土万ふれあい

農業文化祭 

 

 

11 月下旬 

・日程詳細未

定 

土万ふれあいの館

(山崎町土万 1515-

2) 

作り手自慢の野菜や果物の

品評会にバザー、地元小学

校の手芸や書道などの作品

展示、恒例の人気イベント

餠まきなど、秋の土万で豊

かな実りを味わえる祭りと

なっている。 

 

・詳細未定 

 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

第３回はが軽

トラ市 

11月 10日(日) 

９時 30 分～15

時 

 

餅なげ▶14 時

30 分～ 

 

上野商店街(波賀町

上野) 

軽トラック約 70台をずら

りと並べ、地元農家の新鮮

な野菜や花、新米などを荷

台で販売する。約 600ｍの

通りに軽トラックが一列に

並び巻きずし、山菜おこわ

や特産の自然薯、木工クラ

フトなども並ぶ。ステージ

イベントもあり、餠なげも

行われる。 

 

・詳細未定 

 

しそう森林王国観

光協会 

℡ 0790-64-0923 

よいまちハイ

カラフェスタ

2019 

11月 23日(土・

祝)～24日(日) 

10 時～16時 

本町商店街中央･通

り商店街･福原(商

工会周辺) 

中央通り商店街を中心とし

て森・酒蔵・町家を散策でき

るイベント。第３回目とな

る今年も町家を使ったフリ

ーマーケットやスタンプラ

リー、音楽イベントなど見

どころが満載。最上山もみ

じ祭りの開催と同時に楽し

める。 

 

本町通り▶地元野菜、特産品 

中央通り･福原町▶雑貨･手

作り工芸品 

 

・詳細未定 

 

宍粟市商工会 

℡ 0790-62-2365 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

第４回宍粟 50

名山ふれあい

登山会 

11月 24日(日) 

８時 30分集合 

水上山 (一宮町倉

床) 

集合場所▶宍粟市役

所駐車場(山崎町中

広瀬 133-6) 

 

参加者の交流とふれあいを

目的とした登山会。地元で

樋ヶ丸(とよがまる)と呼ば

れる標高 862.4ｍの水上山

に登ります。 

参加費▶1,000円(記念品・保

険料含む) 

・開催日の１ヶ月前より電

話でのみ受付 

しそう森林王国観

光協会 

℡ 0790-64-0923 

More！繁盛 収

穫祭 2019 

11月 24日(日) 

・時間未定 

センター繁盛(宍粟

市一宮町上岸田 86-

2) 

繁盛米はひょうご推奨ブラ

ンド認定「コシヒカリ」や

無農薬無施肥の「イセヒカ

リ」、古代米などいろんな

米づくりに挑戦しているブ

ランド米。その繁盛米の収

穫を祝って今年も収穫祭が

行われる。 

・詳細未定 

繁盛地区まちづく

り協議会 

℡ 090-6404-9361 

(米田) 

山崎町佛教会

寺宝展 

11月 23日(土・

祝)～24日(日) 

９時～17 時 

光泉寺(山崎町山崎

94) 

山崎藩主本多家から寄進さ

れた大雲寺蔵「釈迦涅槃

図」など、古くは江戸時代

のものからなる貴重な寺宝

の数々を最上山もみじ祭り

の時期に合わせ公開する。 

光泉寺 

℡ 0790-62-0591 

 

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 

＜10 月＞ 

▶５日(土)秋のきのこ観察会▶12 日(土)森のそば打ち体験▶13 日(日)さつま芋堀りと焼き芋▶14 日(月・祝) 

国見の秋 自然観察会▶20 日(日)日本ミツバチの巣箱を作ろう①▶22 日(火・祝)くにみ探検隊(秋の森散策) 

▶26日(土)森の窯焼きピザづくり 

＜11月＞ 

▶２日(土)秋のきのこ観察会▶４日(月・祝)森の干し柿づくり▶９日(土)森の窯焼きピザづくり▶10 日(日) 

自然薯の収穫ととろろ飯(前回プログラム参加者対象)▶17 日(日)日本ミツバチの巣箱を作ろう②(第１回

参加者対象)▶23 日(土・祝)国見の森カメさんハイキング▶24 日(日)森のそば打ち体験(新そば)▶30 日(土)

クリスマスリースづくり▶30 日(土)国見キノコ園収穫とキノコ料理 
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味覚狩り 開園時期は天候等により変わります。詳しくは問合せ下さい。 

りんご狩り 11 月中旬まで 

８時 30分～17時 

(受付 15 時 30 分

まで) 

原観光りんご園では豊富な品種が揃い、

みずみずしい様々な種類のりんごを食

べくらべできるのが魅力です。また園内

では持ちこみのバーベキューもできま

す。 

料金▶中学生以上 600円 

４歳～小学生 400円  

(２時間食べ放題) 

・雨天の場合は問合せ下さい。 

原観光りんご園 

(波賀町原 560-1)

℡0790-75-3600 

 

 

 

旬の味覚 

子持ち鮎 ９月中旬～10 月上

旬 

旬の名残の子持ち鮎はこの時期産卵間近の

ためお腹が大きくふくらみ、煮びたしにす

ると卵のプチプチとした食感が楽しめま

す。各店舗とも鮎の飴炊きをはじめコース

料理もご用意しております。10 月中頃まで

は鮎の塩焼き料理もお楽しみいただけます 

・詳細は問合せ下さい。 

鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

四季旬菜 和 やわらぎ 

℡ 0790-62-1120 

自然薯 10 月下旬～ 山菜の王者と呼ばれ、古来よりしたしまれ

てきた自然薯は栄養価が高く、疲労回復、滋

養強壮に効能があるといわれています。粘

りが強いので、自然薯とろろ飯は格別。「楓

香荘」では自然薯うどん、「フォレストステ

ーション波賀」では自然薯笹うどんをご用

意。また「四季旬菜 和やわらぎ」では冬季限

定の鍋料理メニューの自然薯とろろ田子鍋

を味わえます。 

・詳しくは各店舗に問合せ下さい。 

楓香荘  

℡ 0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀  

℡ 0790-75-3999 

鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

四季旬菜 和 やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

ﾌｫﾚｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ波賀 

℡ 0790-75-2717 

モクズガ

ニ 

(川蟹) 

10 月～(店舗により

12 月頃まで) 

モクズガニの特徴は藻屑のようにハサミに

密生している長くてやわらかい毛です。上

海蟹の近縁種で濃厚な蟹味噌の味わいは絶

品。川蟹漁解禁に伴い、各店で旨味たっぷり

の釜飯をはじめモクズガニ料理がメニュー

に加わります。 

・詳しくは各店舗に問合せ下さい。 

鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

四季旬菜 和 やわらぎ 

℡ 0790-62-1120 
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ボタン鍋 11 月～３月末頃ま

で（施設によって異

なります） 

 

11 月中旬頃の猪猟解禁に伴い、ボタン鍋が

宍粟市内の飲食店で提供される。 しし鍋と

も呼ばれるぼたん鍋は縄文時代から食べら

れていた食材。与謝蕪村の句には「薬喰い隣

の亭主箸持参」と詠まれ、肉食が禁じられて

いた時代には薬として寒さ厳しい冬の栄養

補給源に猪肉を食べていたことがうかがえ

る。 

兵庫県のぼたん鍋は 2007 年農林水産省の

「農山漁村の郷土料理 100 選」に選定され

ており、宍粟市の各店舗ではオリジナル味

噌など各店舗で味わいも様々に楽しめる。 

・詳しくは各店舗に問合せ下さい。 

楓香荘  

℡ 0790-75-2355 

ﾌｫﾚｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ波賀  

℡ 0790-75-2717 

伊沢の里  

℡ 0790-63-1380 

四季旬菜 和 やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838  

 

 

宍粟のもみじまつり 紅葉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。 

第３回ちくさもみ

じ祭り 

11 月３日(日･祝) 

10 時～15時 

 

ちくさ高原キャンプ

場周辺(千種町西河

内) 

秋のちくさ高原で紅葉を愛でながら楽

しめる秋祭り。千種町は宍粟市の北西部

に位置し、明治中期に至るまで上質の和

鉄(千種鉄)の里として発展してきた。和

鉄の里ならではのたたら製鉄体験や、国

見の森公園の出張ワークショップ、ちく

さ俳句コンテストなどのイベントのほ

か、グルメコーナーも充実。 

・詳細未定、内容変更の可能性あり 

しそう森林王国 

観光協会 

℡0790-64-0923 

原不動滝元祖もみ

じ＆りんご祭り 

11 月３日(日･祝) 

10 時～15時 

 

 

原観光りんご園(波

賀町原 560-1) 

 

ライトアップ▶10月

26 日(土)～ 

11 月５日(火) 

 

原不動滝は「日本の滝百選」の一つで氷

ノ山後山那岐山国定公園を代表する名

瀑。その周囲の波賀不動滝森林公園は原

生林で「ひょうごの森百選」に定められ

ている。モミの針葉樹や、ブナ、モミジ

などの落葉樹が多くまさに紅葉の名所。 

「原観光りんご園」では、りんごを使っ

た「早食い競争」「皮むき大会」「重さ当

てクイズ」が行われ、おでんや焼きそば

などのグルメブースも設けられる。 

また 11 月１日～３日の３日間はとれた

てりんごの直売を予定。 

・詳細未定、内容変更の可能性あり 

 

原不動滝観光組合 

℡0790-75-3600 
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福知渓谷もみじ祭

り 

11月 10日(日) 

10 時～14時 

 

福知渓谷デイキャン

プ場ドーム周辺(一

宮町福知 1804) 

福知渓谷は 作家 田辺聖子に「清い流

れが岩をかんで、しぶきを散らし、両

側の緑が濃く、風も真っ青に感じられ

る、眺望絶佳の場所である」と賞賛さ

れた景勝地。雪彦峰山県立自然公園内

にあり「関西の風景 100選」「ひょうご

風景 100 選」にも選ばれている。赤や

黄色に彩られた渓谷沿いを歩きながら

秋の紅葉を満喫できる。また、とれた

て野菜の直売なども開催予定。 

・詳細未定、内容変更の可能性あり 

しそう森林王国 

観光協会 

℡0790-64-0923 

最上山もみじ祭り

2019 

11 月 23 日(土･祝)～

24 日(日) 

 

最上山公園「もみじ

山」（山崎町元山崎） 

 

・臨時駐車場をご利

用ください。係員の

誘導に従って駐車し

てください。 

【協力金】 

普通車￥500 

バス￥2,000 

 

 

最上山公園もみじ山は「日本紅葉の名所

100選」に選ばれた紅葉スポット。国内

外のモミジが約 3000 本植栽されてお

り、最も見ごろの 11 月中旬には山全体

が燃えるような深紅に染まる。また夜間

のライトアップでは昼とは違ったロマ

ンチックな雰囲気を楽しめる。 

 

【もみじ山ライトアップ】 

11 月９日(土)～24 日(日) 18 時～21時 

【もみじマルシェ 2019・森の音楽会】 

11月 23日(土･祝)～24日(日) 

10 時～16時 

場所▶弁天池駐車場 

宍粟の食、文化、音楽のイベント 

【宍粟山崎酒蔵まつり】 

11月 23日(土･祝) 15 時～20 時 

場所▶酒蔵通り 

酒蔵通りをライトアップし宍粟牛、ジビ

エ料理をメインに食と地酒を楽しむ。 

【山崎町商店街ワンコインフェスタ

2019 秋】 

11月 16日(土)～17日(日) 

11月 23日(土･祝)～24日(日) 

10 時～16時 

場所▶山崎町連合商店街各店舗 

ワンコイン 500 円でグルメ食べ歩きの

ほか、スタンプラリーや開運くじ巡りを

楽しめる。 

しそう森林王国 

観光協会 

℡0790-64-0923 
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【手作り甲冑・壺装束着用体験】 

11月 16日(土)～17日(日) 

11月 23日(土･祝)～24日(日) 

10 時～16時   

場所▶弁天池駐車場 

手づくり甲冑、壺装束を着て紅葉を背景

に記念撮影。17 日は武者行列がある。 

【やまさきまち歩き】 

11月 16日(土)～17日(日) 

11月 23日(土･祝)～24日(日) 

10 時～16時 

場所▶山崎城下町周辺、歴史郷土館 

山崎まち歩きガイドによる歴史ツアー。 

 

・詳しくは問合せ下さい 
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