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平成 30年 2～3月 宍粟市イベント情報 

 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

節分祭 2 月 3 日（土） 伊和神社（一宮町須行名 407） 夕暮れより庭火をつけてから行われます。（17 時頃より） 

参拝された方が福引やカラオケを楽しむことができます。 

伊和神社 

℡ 0790-72-0075 

揖保川・千種川 

アマゴ釣り解禁 

3 月 1 日（木） 揖保川・千種川全域 春を告げる渓流の女王アマゴ釣りが宍粟を流れる二大河川「揖保川」

「千種川」で解禁になります。アマゴは鮮やかなパーマークと赤斑が

特徴の魚です。 

※入漁券「揖保川」年券 7,200円 日券 2,600 円 

    「千種川」年券 6,200円 日券 2,100 円（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 4 日（日） 

※積雪による 

ちくさ高原スキー場 

（千種町西河内 1047-218） 

仮装大会など各種イベント開催予定。 ちくさ高原スキー場 

℡ 0790-76-3555 

特産わさび寿しまつり 日時未定 土万ふれあいの館 

（山崎町土万 1515-2） 

人気の「葉わさびの巻き寿司」をより多くのお客様に味わっていただ

くイベント。 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

 

 

スキー場情報 

ばんしゅう戸倉スノーパーク（波賀町戸倉） 

営業時間：8 時～17時 

℡ 0790-73-0324 

【平日】女性リフト券 1,000円・小学生以下リフト券 無料 

【U-25（中学生以上 25歳以下）・シニア（55 歳以上）がお得】１日リフト券 2,500 円 

【シニアデイ（55歳以上）】毎週木曜日リフト券 1,000円 

【こどもサービスデイ】 2/10（土）・2/24（土）3/3（土）は子供リフト券 500 円 

ちくさ高原スキー場（千種町西河内 1047-218） 

営業時間：8 時～17時 

金・土・日・祝・祝日前日、23時まで営業 

℡ 0790-76-3555 

【１日リフト券 2,000 円】 

月曜日：スタイリストデー（美容師・理容師限定） 火曜日：シニアデー（55才以上） 水曜日：男日和（男性限定） 

木曜日：スキーヤーデー 金曜日：ボーダーデー  

平日：ジュニア・レディース 
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市外イベント情報 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

「大人の発酵教室」 2 月 23日（金） 

18 時～20時 

ふるさと宍粟 PR館 きてーな宍粟 

（姫路市西駅前町 1） 

地酒の試飲や発酵ミニ講座（味噌作りワークショップ）、ミ

ニコンサートなどを行います。 

 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

森林セラピーPR イベント 2 月 24日（土） 

10 時～17時 

大阪富国生命ビル４階まちラボフロア

（大阪市北区小松原町 2番 4 号） 

関西ブロック各森林セラピー基地の紹介。木工体験などもあ

ります。 

 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

 

県立国見の森公園活動プログラム 

<２月> 2/4（日）国見探検隊（国見の冬芽をみよう）棒焼きパンも焼こう 2/10（土）春の七草粥を食べよう 2/11（日）森のそば打ち体験 

2/11（日）森のなめこづくり① 2/12（月・祝）糸のこクラフト（お雛さま作り） 2/18（日）森の窯焼きピザづくり 2/18（日）森のなめこ

づくり② 2/24（土）ひな飾りパッチワークづくり 2/25（日）森のフラワーアレンジメント（ひなまつりバージョン） 

<３月> 3/3（土）国見探検隊（冬の昆虫を探そう）棒焼きパンも焼こう 3/11（日）国見農園じゃが芋植付け体験 3/11（日）遊歩道の整備 

3/21（水・祝）森のシイタケづくり② 3/24（土）春を食べよう 3/25（日）森の窯焼きピザづくり 3/31（土）春の国見植物観察会 

県立国見の森公園 

（山崎町上比地 374） 

℡ 0790-64-0923/月曜日休園日 

 

 

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 

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 
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葉わさび 3 月～4月頃 土万ふれあいの館 

2 月下旬～5 月頃 道の駅みなみ波賀 

（時期により前後する場合があります） 

宍粟で収穫された葉わさびや葉わさびを使った加工品が市内の販売所などで

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 

アマゴ料理 3 月～5月下旬頃まで 

（※楓香荘・道の駅みなみ波賀では年中） 

3 月 1 日アマゴ釣り解禁とともに市内飲食店ではアマゴ料理を提供します。塩

焼き・唐揚げなどこの時期ならではの旬の味をご堪能ください。 

「四季旬菜 和」では南蛮漬け、「楓香荘」では釜飯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

など 

 

 

宍粟の花めぐり※開花時期は天候などにより変わりますのでお出かけの前にご確認ください。 

ミツマタ ３月～４月上旬頃 一宮町東河内 県道 8号線の坂の辻峠の道路沿いにある西播磨花の郷にも認定されている名所。 

杉林の中、急斜面に群生しています。球形に集まった小花からは甘い香りが漂います。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

 

 

お知らせ 

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を記入の上、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。 

<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 

mailto:info@shiso.or.jp

