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平成 29年 10～11月 宍粟市イベント情報 

 

行事名所 日時 開催場所 内容 
お問い合わせ先・ 

電話番号 

新米まつり 9 月 30日（土） 

10 月１日（日） 

９時～16 時 

道の駅みなみ波賀 

（波賀町安賀 8-1） 

波賀町産とれたて新米コシヒカリ試食販売をします。ミネラルたっぷりの水

ときれいな空気、朝晩の気温差の環境で育った波賀のお米はとても美味しい

と評判です。 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

山田の里石垣まつり 

棚田の灯り 

10 月８日（日） 

石垣まつり 

10 時～15時 

棚田の灯り 

17 時～ 

山田グラウンド 

（一宮町東河内） 

新鮮有機野菜の即売をはじめ、味覚ブースや体験ブースなどイベント盛りだ

くさん。トンビの背中が見える「みはらし広場」で秋の一日をお楽しみくださ

い。10 月 1 日から二千個のペットボタルが設置され夜には点灯します。当日

17 時より二千個のペットボタルと千個のロウソクの灯篭が棚田を彩ります。 

※石垣まつり終了後、15 時より棚田の灯りのイベントにむけロウソクの設置

などボランティアを募集しています。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

第二十八回 

しそう波賀城  

観月会 

10 月７日（土） 

19 時～20時 30 分 

波賀城 

文化創造センター（公

園） 

お月見という日本古来の風習と日本文化にちなみ、中秋の名月と波賀城を眺

めながら灯篭のあかりのもと楽器の音色と茶道のお手前を楽しむイベントで

す。ステージ演奏：波賀太鼓・カントリーシンガー稲葉和裕 

お茶席：表千家「中田社中」お茶席のみ 17時 30 分～ 茶席料 200円 

※雨天決行（雨天の場合は市民センター波賀（荒天の場合は中止）） 

波賀生涯学習事務所 

℡ 0790-75-2241 

伊和神社秋季大祭 10月 15日（日） 

10月 16日（月） 

伊和神社 

（一宮町須行名 407） 

播磨国一の宮で播磨の総氏神、開発の祖神と崇められる古社。大祭２日目は神

幸祭の還御にお供して境内に帰って来た屋台が練合せをします。杉木立には

勇壮な太鼓や掛け声が響き渡ります。 

10 月 15 日（日）10 時～ 例祭 

10 月 16 日（月）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」） 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 
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ちくさふれあいフェ

スタ 2017 

10月 22日（日） 

10 時～15時 30 分 

栄々
え え

人来
と こ

（大通り広場）

ほか 

（千種町千草） 

千種の秋の一日をどなたでも気軽に参加できる手づくりのイベント。 

食や文化など秋を楽しめるイベントを開催予定。 

『文化展は前日の 10月 21日（土）13時から開催します。』 

ちくさふれあいフェスタ

実行委員会事務局 

℡ 0790-76-2210 

ふれあい登山会 10月 22日（日） 笠ヶ城山・城山（波賀町） 

集合：宍粟市役所 

豊かな自然の中を歩き、心身のリフレッシュや健康増進を図りながら参加者とのふ

れあいを通じた登山会です。開催日の１ヶ月前より電話でのみ受付ます。参加

費：1,000円（記念品・保険料含む） 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

第 40 回 

いちのみやふるさと

まつり 

11月 3日（金・祝） 

10 時～15時 30 分 

スポニックパーク一宮 

（一宮町東市場 1090-3） 

地元自治会や各種団体が集う、まちづくりイベント。飲食コーナーや野菜販売

コーナー・バザーなど地元自治会による催しがあります。ステージでは、よさ

こい・ダンス・吹奏楽演奏・宍粟観光大使瀬口侑希による歌謡ショーなどあ

り、ゴム長靴を飛ばす G1グランプリも開催されます。その他にも、文化協会

主催による一宮美術作品展や働く車の展示もあります。 

秋空の下でふるさとを満喫してください。 

実行委員会 

（一宮市民局まちづくり

課内） 

℡ 0790-72-1000 

土万ふれあい 

農業文化祭 

11月 5日（日） 

9 時 30分～15時 

土万ふれあいの館 

（山崎町土万 1515-2） 

収穫の時期に行う農業文化祭。中学生によるブラスバンド演奏でのオープニ

ング。生産者自慢の野菜や果物の品評会や PTA によるバザー・女性会による

食の販売や農産物の販売・小学生の手芸などの作品展示・幼稚園児による合唱

や瀬戸直人オンステージなどがあります。ビンゴ大会もあり、多数豪華賞品を

ご用意しております。最後は餅まき(天候による)を行います。 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

伊沢ふれあい文化祭 11月 12日（日） 

9 時（予定） 

生涯学習センター学遊

館 

（山崎町東下野 18） 

11月 11日（土）13時より作品の展示会を行います。 

12 日（日）は作品の展示会とイベントを開催します。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

田毎の里  

ふくだ収穫祭 

11月 12日（日） 

 

東河内健康センター 

（一宮町東河内） 

ふくだの里で育てたそばを使ったそば打ちの体験や食事コーナーがあり、そ

ばにちなんだ特産品や地元でつくられた野菜やお米の販売などがあります。 

ふくだ収穫祭事務局 

（中嶋） 

℡ 0790-72-2012 

 

 

 



3 

 

 

県立国見の森公園活動プログラム 

<10 月>10/7日（土）秋のきのこ観察会 10/8（日）森の窯焼きピザづくり 10/9（月・祝）サツマイモ掘りと焼き芋 10/15（日）フラワーアレンジ

メント-ハロウィンバージョン-10/21（土）秋の国見の森観察会 10/22（日）くにみ探検隊-秋バージョン-10/28（土）森の杉玉づくり 

<11 月>11月 4（土）森のアウトドアクッキング 11/12（日）糸ノコで木工小さなイス作り 11/18（土）国見山上星座観察会 11/18（土）森の窯焼

きピザづくり 11/25（土）秋をたべよう！11/26（日）わらから縄を作ってみよう 

県立国見の森公園（月曜休園日） 

宍粟市山崎町上比地 374 

℡ 0790-64-0923 

 

 

味覚狩り 

りんご狩り 

【再掲】 

8 月 20日（日）～11月中旬 

8 時 30分～17時 

（受付：15時 30分まで） 

原観光りんご園 

（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 

 

 

旬の食材 

子持ち鮎 

【再掲】 

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）を是非ご賞味くだ

さい。 

鮎茶屋正起 

℡ 0790-62-3838 

自然薯 10 月下旬～ 栄養価が高く、主に滋養強壮に効能があるといわれている自然薯は 10月～11月にかけて収

穫されます。とろろご飯や自然薯磯部揚げなど様々なメニューで味わっていただけます。 

「楓香荘」では自然薯うどんなども味わえます。 

楓香荘 ℡ 0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡ 0790-75-3999 

鮎茶屋正起・四季旬菜 和など 

モクズガニ（川蟹） 10 月～ 

（店により 12月頃まで） 

川蟹漁解禁に伴い、市内飲食店では釜飯・みそ汁・雑炊・ボイルなどにして提供しています。 

濃厚な蟹味噌のダシが絶品です。 

鮎茶屋正起 ℡ 0790-62-3838 

四季旬菜 和 ℡ 0790-62-1120 
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行事等名所 日時 開催場所 内容 問い合わせ先 

第 1 回ちくさもみじ祭り 11月 3日（金・祝） 

 

ちくさ高原 もみじ祭りのなかった千種町で、もみじ祭りが開催されます。 

詳細については未定。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

福知渓谷もみじ清流まつり 11月 5日（日）予定 

 

福知渓谷ドーム周辺 

（一宮町福知） 

「関西の風景 100選」「ひょうご風景 100 選」に選ばれた福知渓谷

周辺で秋の一日を楽しむイベントを計画しております。美味しい

食の販売もあります。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

原不動滝元祖もみじまつり

＆りんごまつり 

11月 5日（日） 

 

原観光りんご園 

（波賀町原 560-1） 

「日本の滝 100 選」にも選ばれた原不動滝周辺で行われるもみじ

まつり＆りんごまつりが開催されます。 

りんごの皮むき競争や食のコーナーなど開催予定です。 

原不動滝観光組合 

℡ 0790-75-3600 

最上山もみじ祭り 11月 18日（土）・19

日（日） 

最上山公園「もみじ山」 

（山崎町元山崎） 

「日本紅葉の名所 100 選」に選ばれており、自生していた日本の

カエデが中心の紅葉スポットで市内最後の紅葉をお楽しみくださ

い。食欲・文化・音楽の秋のコーナーなど様々な宍粟の魅力たっぷ

りのもてなすシソウが隣接するお祭り広場で開催されます。山崎

商店街周辺では『町家』を活用したワークショップ・ご当地フード

のハイカラ通りフェスタやお得なワンコインイベント、ワンコイ

ンフェスタなどが開催されます。夜にはライトアップが行われま

す。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 


