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平成 30年 4月～5月 宍粟市イベント情報 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問い合わせ先 

原不動滝安全祈願祭 
４月１日（日） 

８時～９時（予定） 

原不動滝 

（波賀町原） 

滝入口にある不動尊で安全祈願祭が行われ、冬季休業していた原不動滝が４

月１日から今シーズンの営業をスタートさせます。原不動滝は男滝と女滝が

寄り添っていることから別名「幸福の滝」と呼ばれ、多くの観光客が訪れる人

気スポットです。 

楓香荘 

℡ 0790-75-2355 

ふれあいの館 

13 周年記念イベント 

４月１日（日） 

９時～15 時 

土万ふれあいの館 

（ 山 崎 町 土 万

1515-2） 

土万ふれあいの館 13周年記念イベント。太鼓やバンド演奏などのステージシ

ョー、餅つき大会、うどん、焼き芋などの出店も多数あります。土万ふれあい

の館加工部による多種類の巻寿し、特産の葉わさびの加工品（葉わさび粕漬・

葉わさび寿し）の即売もあります。 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

葛根腰痛地蔵花まつ

り 

４月８日（日） 

10 時～14時 

葛根腰痛地蔵尊周

辺（山崎町葛根） 

腰痛にご利益がある腰痛地蔵のおまつり。 

腰痛地蔵尊堂周辺と広い駐車場を利用して、自治会や各種団体による出店も

あります。周辺の桜が満開となれば併せてお楽しみ頂けます。 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

西深桜まつり 
４月８日（日） 

10 時～15時（予定） 

西深の桜並木 

（一宮町西深） 

県道６号線下三方信号を西へすぐの西深の桜並木で「桜まつり」が開催されま

す。自治会でのアットホームなおまつり。たこ焼き・おでん・アイスクリーム

など地元の方による出店などの催しがあります。※雨天決行 

しそう森林王国観光協

会 

℡ 0790-64-0923 

葉わさび山菜まつり 
４月 14日（土）・15

日（日）９時～16 時 

道の駅みなみ波賀 

（波賀町安賀8-1） 

宍粟市で収穫された人気の葉わさびをより多くのお客様に味わって楽しんで

頂けるイベントです。地元生産者による葉わさび、葉わさび漬け、葉わさび寿

司などの店頭販売があります。 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

第 12 回渓流魚釣り大

会＆渓流魚とのふれ

あい体験 

４月 22日（日）（予

定）※参加申込み必

要 

揖保川流域 

揖保川流域で魚釣り大会を行います。 

水生動物の生態及び河川環境も知っていただき競技もお楽しみください。 

集合場所：揖保川漁業協同組合駐車場（山崎町五十波 1013） 

揖保川漁業協同組合 

℡ 0790-62-6633 

楓香荘 

春のミニウォークラ

リー 

４月 28日（土）～５

月６日（日） 

10 時～16時 

楓香荘周辺 

（波賀町原） 

楓香荘を出発点にして、近隣の原不動滝～りんご園を巡るウォーキングスタ

ンプラリー。楓香荘の思川桜、原不動滝の新緑、りんご園のりんごの花も楽し

めます。開催時間中に楓香荘フロントにて台紙をお渡しします。 

達成者にはミニプレゼントあり。（随時参加 OK、無料） 

楓香荘 

℡ 0790-75-2355 
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道の駅みなみ波賀 

リニューアルオープ

ンイベント 

４月 28日（土）～５

月６日（日） 

道の駅みなみ波賀 

（波賀町安賀8-1） 

道の駅みなみ波賀のリニューアルに伴い、イベントを催します。 

※詳細未定。 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

藤まつり 

※詳細未定 

４月 28日（土）～５

月６日（日） 
大歳神社周辺 

【平成 13 年環境省かおり風景百選】西暦 960 年に植えられたとされる通称

「千年藤」のノダフジは、県の天然記念物に指定されています。境内のほとん

どを覆いつくすほどの大きさと、長く垂れ下がる花房をごらんください。 

しそう森林王国観光協

会 

℡ 0790-64-0923 

第 14 回山崎ウォーキ

ング＆ウォッチング 

４月 28日（土）～５

月６日（日）（予定） 

山崎町山崎地区他 

宍粟市防災センタ

ーなど 

城下町・山崎のまちなかにある 30軒ほどの店・工房・寺院などが開放され、

工芸品や絵画の展示などが行われます。大歳神社の千年藤とあわせてゆっく

り散策してください。 

同実行委員会 

℡ 0790-62-8849 

板馬見 

山開き登山大会 

５月３日（木・祝） 

集合：８時 

出発：８時 40分 

板馬見山 

集合場所：松の木

公園（千種町河呂） 

板馬見山では、恒例の板馬見山開き登山大会が行われます。（安全祈願の後） 

行者コース、一般コースがあり行者が先達をします。多くの石仏がありパワー

スポットあります。 

板場見保存会 

℡0790-76-2427（高山） 

℡0790-76-2768（妙見） 

東山シャクナゲ祭り 
５月３日（木・祝）

10 時～14時頃 

フォレストステー

ション波賀（波賀

町上野 1799-6） 

約 1200本のシャクナゲ開花にあわせ東山シャクナゲ祭りを開催します。シャ

クナゲの販売やアマゴの塩焼き・餅つき大会・炊き込みご飯・豚汁などもあり

ます。 

フォレストステーショ

ン波賀 

℡ 0790-75-2717 

県立国見の森公園 活動プログラム 

<４月> 4/7（土）ウグイス笛づくり 4/14（土）栗園の整備 4/15（日）春の野草を食べよう 4/21（土）くにみ探検隊（春の自然観察）棒

焼きパンも焼こう 4/22（日）森の窯焼きピザづくり 4/28（土）森のバームクーヘンづくり 4/29（日）スミレ観察会 

<５月> 5/3（木・祝）8 連発輪ゴム鉄砲をつくろう 5/12（土）お茶摘みとお茶づくり 5/13（日）竹飯づくりと山菜料理 5/13（日）糸の

こクラフト（動くおもちゃ） 5/19（土）森の窯焼きピザづくり 5/20（日）植物観察 5/27（日）蝶の観察会 

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 

葉わさび 

【再掲】 

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 

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。（時期により前後する場合があり） 

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 

【再掲】 

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

本谷のミツマタ 

（一宮町東河内） 
３月～４月上旬頃 

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 

夢公園の桜 

（山崎町中広瀬） 
４月上旬頃 

市内の憩いの場であり、様々なイベント会場になっている夢公園。ところど

ころにベンチがあり、ピクニックに最適です。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

西深の桜並木 

（一宮町西深） 
４月上旬～中旬頃 

県道６号線、下三方信号を西へすぐ。約 900ｍにわたり約 100 本の桜並木が

続きます。４月１日（日）より桜の開花時期頃までライトアップを行います。

ライトアップの時間：18時 30 分～22 時 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

正福寺桜・五色椿 

御形神社 

（一宮町森添 280） 

４月中旬～５月上旬頃 

正福寺桜は兵庫県固有の珍しい品種で、４月中旬に見頃を迎えます。正福寺

桜のあとは、同じ枝に紅・ピンク・白など複数の色を付ける五色椿の見頃へ

と移ります。 

御形神社  

℡ 0790-74-0013 

 

千年藤 

大歳神社 

（山崎町上寺 122） 

４月下旬～５月上旬頃 

西暦 960 年に植えられたとされる通称「千年藤」のノダフジは、県の天然記

念物に指定されています。境内のほとんどを覆いつくすほどの大きさと、長

く垂れ下がる花房をご覧ください。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

りんごの花 原観光りんご園 

（波賀町原 560-1） 
４月下旬～５月上旬頃 

3.6ha の敷地に植えられた約 1500 本のりんごの木に桃色がかった白い花が

開花します。 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 

東山シャクナゲ園 

フォレストステーション波賀

（波賀町上野 1799-6） 

４月下旬～５月上旬頃 

（４月 28日（土）頃開園） 

約 50 品種 1300 本のシャクナゲが、赤・白・ピンクと彩ります。 

5 月 3 日（木）東山シャクナゲ祭りが開催されます。 

フォレストステーション波賀 

℡ 0790-75-2717 

ブルーベリーの花 

４月上旬～中旬頃 

原観光りんご園 

４月中旬～５月上旬頃 

道の駅みなみ波賀 

大豆ほどの小さな釣り鐘のようなかわいい花をたくさんつけます。花期のあ

とは実がふくらみ７月～８月頃に収穫の時期を迎えます。 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

クリンソウ群生地 ５月中旬～６月中旬頃 
兵庫県の絶滅危惧種に指定されるクリンソウ。一般公開エリアを拡大し、遊

歩道を整備するなど子どもからお年寄りまで楽しめるようになりました。 

ちくさええとこセンター 

℡ 0790-71-0230 

 


