
 

平成 29年 12月宍粟市イベント情報 

行事名 日時 開催場所 内容 問合せ先 

自然薯まつり 12月 2日（土）・3日（日） 

9 時～16 時（予定） 

道の駅みなみ波賀 

（宍粟市波賀町安賀 8-1） 

宍粟市波賀町産の自然薯を特価で販売。自然薯の最もおいしい時

期に是非味わって下さい。ご進物にもお勧めです。 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

【スキー場オープン】 

ばんしゅう戸倉スノー

パーク 

12 月下旬～3月上旬 

※天然雪のみ積雪状況に

よる 

ばんしゅう戸倉スノーパーク

（宍粟市波賀町戸倉 207） 

国道 29号線沿いにあるアクセス抜群なスキー場。独立したゲレン

デボトムには雪遊びゲレンデとスキー・スノーボードデビューに

は最適な緩斜面。上級者には最大斜度 38度のすり鉢状の地形もあ

ります。ファミリーから基礎スキーの練習までコンパクトにまと

まったスキー場です。初心者から上級者まで満足いただけるアイ

テムを積雪量に応じて準備しております。 

ばんしゅう戸倉スノー

パーク  

℡ 0790-73-0324 

【スキー場オープン】 

ちくさ高原スキー場 

12月 9日（土）（予定） 

※積雪状況による 

ちくさ高原スキー場 

（宍粟市千種町西河内 1047-

218） 

変化に富んだ魅力的な 5 つのコースでスキー・スノーボードが楽

しめるスキー場。カクテルナイターは 23時まで営業中。お子様も

楽しんで頂けるキッズパークもあります。 

ちくさ高原スキー場 

℡ 0790-76-3555 

国見元旦 

ハイキング 2018 

1 月 1 日（月・祝） 

 

県立国見の森公園 

（山崎町上比地 374） 

宍粟 50名山の一つ、標高 465ⅿの国見山頂から初日の出を見よう。 

山頂では、甘酒の振る舞いがあります。 

当日受付、参加費無料です。午前 5時 30分集合（当日モノレール

は運行しません）※天候に関するお問い合わせは、当日午前 4 時

30 分～5 時 30分の間に公園までお問合せ下さい。この時間帯以外

は不在となります。ハイキング終了後、9時に公園のゲートを閉め

ます。 

県立国見の森公園 

℡ 0790-64-0923 

新春凧あげの集い 2018 1 月 1 日（月・祝） 

13 時～15時 

一宮保健福祉センター北側 

（一宮町閏賀 300） 

趣向を凝らした凧が宍粟の冬空に舞う。新春恒例、手作りの凧で誰

でも自由に参加できる「新春凧あげの集い」として開催します。※

悪天候の場合、順延なし。 

播磨いちのみや凧の会 

0790-72-0861（山本） 

0790-72-0513（上山） 



新春ご来光を観る集い 1 月 1 日（月・祝） 志引峠（千種町西山） ちくさ登山同好会による初日の出を見る集い。参加希望の方は、午

前 6時 30分ハリマ農協ちくさ営業部駐車場に集合。乗り合せて志

引峠でご来光を拝観します。※参加無料。当日の積雪状況により志

引峠からの拝観が中止になる場合があります。 

ちくさ登山同好会 

℡0790-76-2703（大山） 

板馬見大トンド 1 月 14日（日）（予定） 

10 時～12時 

板馬見登山道入口 

（千種町河呂） 

板馬見保存会による大トンド。地元の山伏十数名により、３つの作

法のあと護摩炊き、大トンドが行われます。鏡餅や家庭から持ち寄

った飾り物などを燃やし、参加者には焼きミカンと甘酒の振る舞

いがあります。 

板馬見保存会 

℡0790-76-2768（妙見） 

℡0790-76-2427（高山） 

 

旬の食材 

自然薯 

【再掲】 

通年味わえます 

（新物自然薯は 10 月中旬～） 

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が味わえます。 

楓香荘 ℡ 0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡ 0790-75-3999 

道の駅はが ℡ 0790-75-3711 

鮎茶屋 正起 ℡ 0790-62-3838 

四季旬菜 和 ℡ 0790-62-1120 など 

モクズガニ（川蟹） 

【再掲】 

10 月～ 

（お店により 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 

ボタン鍋 

【再掲】 

11 月～3 月末頃まで 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ます。 

店によって違うダシの味や具材などもお楽しみください。 

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 ℡ 0790-62-1120 

鮎茶屋 正起 ℡ 0790-62-3838 など 

 

県立国見の森公園活動プラス掲載 

 

【12 月】12/2（土）森のきめこみパッチワーク干支づくり（犬）12/3（日）森の糸ノコ教室-クリスマスバージョン- 

12/9（土）クリスマスリースづくり 12/10（日）森のこんにゃくづくり 12/16（土）くにみ探検隊（冬の野鳥観察） 

12/17（日）森の窯焼きピザづくり 12/24(日)年末餅つき大会 

【1 月】詳細未定 

県立国見の森公園（月曜休園日） 

住所：山崎町上比地 374 

℡ 0790-64-0923 



お知らせ【再掲】 

2017年 10月～12月限定 宍粟市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 

【開催日】10月 11日（水）・18日（水）・29日（日）11月４日（土）・11日（土）・19日（日）・26日（日）12月２日（土）・９日（土）・17日（日） 

【参加費】2,500円（ガイド料・保険料含む） 

【申込期間】各実施日の１週間前まで※定員３～16名（２名未満の場合は中止） 

【申込方法】電話・FAX・E-Mailまたは HP入力フォームからお申込みください。 

【集合場所】県立国見の森公園（宍粟市山崎町上比地 374） 

【持ち物】雨具・飲み物・お弁当・防寒着・タオルなど。動きやすい服・靴を着用してください。 

【その他】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。 

スケジュール 

 9時 10分 県立国見の森公園集合 9時 20分 山麓駅（上りモノレール）出発 9時 40分 山上駅到着・森林セラピー体験 12時 40分 昼食 

13時 40分 山上駅（下りモノレール）出発 14時 山麓駅到着・解散 

【問合せ先】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/ 

 

SHISO TOURISM PHOTO AWARD 2017 「ミライエシソウ」作品募集！ 

【テーマ】「未来へ」をテーマとし、未来へ繋ぐ宍粟市の観光写真を部門にわけて募集します。 

<部門> 🔶人と暮らし～宍粟の伝統～（例：森林セラピー、季節のイベント、祭り、文化、芸能、工芸、酒蔵など 

🔶風景部門（例：宍粟市内の景勝地で滝、渓谷、宍粟 50 名山など） 

🔶しそう秋物語部門（ちくさもみじ祭り・原不動滝もみじ＆りんご祭り・福知渓谷もみじ祭り・最上山もみじ祭り） 

<サイズ>六切（ワイド六切）か四切（ワイド四切）とし、サイズ外は選考外となります。 

<応募方法>指定の応募用紙に必要事項記入の上、上下が分かる向きに写真の裏面にテープで貼付して、しそう森林王国観光協会事務局まで郵送又は持参で応募する。 

H29.12月宍粟市イベント情報 

<応募締切日>平成 30 年 2 月 28 日（水）消印有効 

<賞>最優秀グランプリ１点 賞状・賞金 20 万円 金賞３点 賞状・賞金３万円 銀賞６点 賞状・賞金５千円 銅賞 20 点 賞状・宍粟市特産品セット 

<応募問合わせ先> 〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 番地 

         公益財団法人 しそう森林王国観光協会「ミライエシソウ 2017」係 

         ℡ 0790-64-0923 FAX 0790-64-5011 E-Mail info@shiso.or.jp HP http://www.shiso.or.jp 
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