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H２９.８月 宍粟市イベント情報   

行事等名所    日 時      開催場所                          内 容 問い合わせ先・電話番号 

第 26 回夏祭り土曜夜店 
8 月 5 日（土） 
17：00～22：00 

一宮市民局及び商工会
一宮事務所前 駐車場 
（宍粟市一宮町安積
1347-3） 

県立伊和高等学校によるブラスバンド演奏やアマチュアバンドによるステージショーやビンゴ大
会が行われます。その他、飲食コーナーやゲームコーナーもあります。 
※雨天時は神戸小学校体育館にてイベントを行います 

同実行委員会 
℡0790-72-1008 

波賀ブルーベリーまつり 8 月 6 日（日） 
道の駅みなみ波賀 
（宍粟市波賀町安賀 8-
1） 

ブルーベリーまつりでは普段予約の必要なブルーベリー摘みを予約なしで楽しめ、ジャム作りの
体験もできます。 

道の駅みなみ波賀 
℡0790-75-3999 

第 30 回 山崎納涼夏祭り 
8 月 13 日（日） 

14：00～21：00  

メイン会場：夢公園周辺 
（宍粟市山崎町中広瀬） 
サブ会場：せせらぎ公園
多目的広場 
（宍粟市山崎町中広瀬・
宍粟市役所隣の河川敷） 

（メイン会場） 
18 時から福引大会 19時 30 分から盆踊り大会（21時 20 分頃まで夜店もあります） 
20 時から 20時 30 分まで花火大会約 1300 発の打ち上げ花火が宍粟の夜空を彩ります 
（サブ会場） 
15 時からギネス世界記録挑戦（腕組で乾杯）（13 時から集合・受付 14 時から会場入場・説明） 
※ギネス世界記録挑戦の応募〆切は７月末まで（予定人数に達した場合、事前に締め切る場
合あり） 
15 時から BBBBパレード（BLACK BOTTOM BRASS BAND） 
19 時から野外ナイトライブ（BLACK BOTTOM BRASS BAND・Bamboo Lily） 

同実行委員会 
℡0790-62-2365               

はが祭り 
第 47 回波賀花火大会 

8 月 16 日（水） 
17：00～20：30 

波賀市民局 駐車場 
（宍粟市波賀町上野
257） 

太鼓演奏などのステージショーやビンゴ大会が行われます。 
20 時より花火が打ち上げられます。 ※小雨決行、雨天順延 8月 17 日（木） 
※順延時、悪天候の場合には市民センター波賀にて一部イベントの予定 

同実行委員会 
℡0790-75-2180 

伊和神社風鎮祭 
（油万灯） 

8 月 26 日（土） 
点灯は夕暮れから 

伊和神社 
（宍粟市一宮町須行名
407） 

五穀豊穣・風水害のないことを祈願する神事。境内にならべた灯明（土器（かわらけ）に油を注
ぎ灯芯をひたしたものに火をつける）を奉献します。参拝者は油や灯芯、ロウソクなどを持参し
火を絶やさないようにして祈願します。 
境内が炎に照らし出され、幻想的な神事です。 

 

肉（29）ロード宍粟牛まつり 
8 月 27 日（日） 
10：00～15：30 

道の駅はが 

（宍粟市波賀町原 149） 

ワンコイン（500 円）で宍粟牛を使った串焼き・牛丼・ハンバーガーが食べられます。 
臨時駐車場を設けており、送迎も行っています。 

道の駅はが 

℡0790-75-3711 

揖保川大鮎バトル 9 月 10 日（日） 

宍粟市内の揖保川 
集合：揖保川漁業協同組
合 
（宍粟市山崎町五十波
1013） 

鮎 2 匹の合計長寸を競う大鮎バトル。 
会場：宍粟市内の揖保川全域 
参加費：2000 円(参加賞･オトリ代･昼食･保険料含む) 
募集人員：150 人 ※当日受付可   

同実行委員会 
（揖保川漁業協同組合
内） 
℡ 0790-62-6633 

くにみまつり 2017 
9 月 23 日（土・祝） 

 

県立国見の森公園 
（宍粟市山崎町上比地
374） 
 

詳細未定 
県立国見の森公園 
℡ 0790-64-0923 

県立国見の森公園活動プログラム 
（宍粟市山崎町上比地 374） 
℡0790-64-0923/月曜定休 

＜8 月＞ 8/5（土）竹の器と竹のお箸を作って竹飯を炊こう 8/11（金・祝）国見の魚釣り大会 8/19（土）森のそばづくり体験（種蒔）8/20（日）糸のこで組み木づくり 
8/26（土）森の窯焼きピザづくり 8/27（日）小川の生き物を探そう 

＜9 月＞  9/3（日）森の窯焼きピザづくり 9/10（日）鹿の角で工作をしよう 9/16（土）森のスケッチ会 9/23（土）くにみまつり 2017 9/30（土）お月見とお団子づくり 
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味覚狩り 

ブルーベリー園 
【再掲】 

7 月 25 日（金）頃～8 月中旬予
定（変動する場合あり） 

道の駅みなみ波賀 
（宍粟市波賀町安賀 8-1） 

初夏から夏にかけての味覚“ブルーベリー”の摘み取り園を開園します。 
※1 時間食べ放題  料金：一人 500 円（要予約） 

道の駅みなみ波賀 
℡0790-75-3999 

原観光ブルーベリー園 
【再掲】 

7 月上旬～8 月中旬 
8：00～17:00 
（受付 15：30まで） 

原観光ブルーベリー園 
（宍粟市波賀町原 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摘みができます。 
大粒の品種オザークブルー等、特許品種が約 400 本あります。 
料金；一人 550 円 こども 300円要予約）※２時間食べ放題 

原観光ブルーベリー園 
℡0790-75-3600 

りんご狩り 
8 月 21 日（月）～11 月中旬 
8：30～17：00 
（受付 15：30まで） 

原観光りんご園 
（宍粟市波賀町原 560-1） 

約 3 ヶ月にわたり数種類の品種が順次実ります。また、りんごジュースづくり体験も
でき、園内バーベキューも楽しめます。 
・料金：大人 600 円 小人 300円 ※2 時間食べ放題 

原観光りんご園 
℡0790-75-3600 

 
旬の味覚 

鮎料理 
【再掲】 

5 月 26 日（金）～8 月頃まで 
（四季旬菜和・楓香荘 6 月～8月頃まで） 
（道の駅みなみ波賀 5 月 26 日～ 
 鮎が入ってくる間） 

5 月 26 日揖保川、5 月 27 日の千種川鮎漁解禁に伴い宍粟市内飲食店でも鮎料理が提供されます。
天ぷら、唐揚げ、塩焼きなどこの時期だけの旬の味をお楽しみ下さい。 
※道の駅みなみ波賀では、他に釜飯も提供しております。 
※四季旬菜和では、天然の鮎を使用しており、他に鮎のお刺身や鮎に焼いたそうめんを巻いたお料
理も提供しております。 

鮎茶屋正起     ℡0790-62-3838 
四季旬菜 和    ℡0790-62-1120 
楓香荘        ℡0790-75-2355 
道の駅みなみ波賀 ℡0790-75-3999 
伊沢の里       ℡0790-63-1380 

子持ち鮎 9 月中旬～10 月末 
卵や白子が詰まった鮎が味わえます。子持ち鮎料理は、名ごり鮎コース（2 名様～要予約）塩焼きご
膳の単品メニューがあり、夏の鮎とは異なる秋の鮎（子持ち鮎）を是非ご賞味下さい。 

鮎茶屋正起 
℡ 0790-62-3838 

 
お知らせ 

神戸元町４丁目商

店街宍粟市 PR イ

ベント 

9 月 16 日（土）・17 日（日） 

11 時～18 時 

（17 日は状況によって終了時間を早

めることがあります。） 

神戸元町商店街 

（こうべまちづくり会館前） 

山崎の地酒および３軒の酒蔵が集まる「奥播州山崎酒蔵通

り」を広く知ってもらうことを目的とし併せて宍粟市の特産品

や観光資源などを PRするイベントです。市内で採れた食材

を使ったものや市内で加工したものなどを販売予定です。 

宍粟市商工会 

℡ 0790-62-2365 

宍粟市森林セラピ

ー体験プログラム 

in 赤西セラピーロ

ード 

7月 16日（日）・23日（日）・30日（日） 

8 月 2 日（水）・5 日（土）・9 日（水） 

12 日（土）・23 日（水） 

9 月 2 日（土）・10 日（日）・17 日（日）

24 日（日） 

※小雨決行。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。 

集合場所：道の駅はが（しそう森の案内所）

宍粟市波賀町原 149 

参加費：2,500 円（ガイド料・保険料） 

申込期間：各実施日の２週間前まで 

※定員４名～16 名（４名未満の場合は中

止） 

申込方法：電話・FAX・E－Mail または HP 入

力フォームから 

10 時 30 分 道の駅はが（しそう森の案内所）集合 

11 時     赤西セラピーロード到着 

（森林セラピー体験・森のランチタイム） 

13 時    赤西セラピーロード出発 

14 時    道の駅はが（しそう森の案内所）解散 

※動きやすい服装を着用ください。雨具・お弁当・飲み物も

持参ください。 

 

 

しそう森林王国観光協会 

℡：0790-64-0923 

FAX：0790-64-5011 

E－Mail：info＠shiso.or.jp 

HP：http://shiso-therapy.jp/ 

 


