
平成 30年 5月～6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 

藤まつり 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。 

駐車場から千年藤までの道のりをおもてなし企画として、商店街の

上空を鯉のぼりがご案内し、山崎商店街ではワンコインフェスタが

開催されます。５月３日～５日には、兵庫県景観形成重要建造群が

立ち並ぶ酒蔵通りでは酒蔵イベントがあり、商店街の古びた空き店

舗を利用した商店街チャレンジショップなども実施されます。 

藤まつり実行委員会 

℡ 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） 

10 時～16時 

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。５月３日～５日には、商店

街まち歩きスタンプラリーも実施されます。 

同実行委員会 

℡ 0790-62-8849 

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 

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。 

 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

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 

（安全祈願の後） 

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。 

行者コース、一般コースがあり行者が先達をします。 

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 

鮎釣り解禁 揖保川・千種川 

５月 26日（土） 

揖保川・千種川全域 鮎の友釣り発祥の地「揖保川」・清流「千種川」へ、遠方から多くの

太公望が鮎釣りに訪れます。また、市内飲食店では、解禁に伴い様々

な鮎料理が食べられます。 

※入漁券必要（漁協及び釣具店などで販売） 

揖保川漁業協同組合 

℡ 0790-62-6633 

千種川漁業協同組合 

℡ 0791-52-0126 

宍粟 50 名山ふれ

あい登山会 

5 月 27日（日） 阿舎利山（一宮町） 宍粟 50名山の PRや参加者とのふれあいを通じ交流を図ります。 

実施日の１ヶ月前より受付開始。参加費 1,000円 記念品あり 

詳しくはお問合せください。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

クリンソウまつ

り 

５月 19日（土）～

６月 10日（日）ま

での土日（予定） 

ちくさ高原 

（千種町西河内） 

国内最大級の群落、ちくさ高原のクリンソウの開花にあわせて地

元団体によるクリンソウまつりが開催されます。 

詳細未定 

ちくさええとこセンター 

℡ 0790-71-0230 

兵庫県・岡山県交

流けんこう登山

会 

６月３日（日） 

 

船木山～後山～上乢 県境交流登山会です。 

１ヶ月前より受付開始。詳しくはお問合せください。 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

宍粟 50 名山ふれ

あい登山会 

６月 24日（日） 

 

笠ヶ城山・城山 

（波賀町） 

宍粟 50名山の PRや参加者とのふれあいを通じ交流を図ります。 

１ヶ月前より受付開始。参加費 1,000円 記念品あり 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

べにばなまつり ６月下旬頃・７月

上旬頃予定 

上ノ下公民館 

（山崎町上ノ 556） 

市内山崎町上ノ下地区で地元の同好会が育てている約 2 万本の

ベニバナが（例年）６月下旬頃に満開を迎え、べにばなまつりが

開催されます。べにばなの販売や炊き込みご飯などを販売予定で

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 

<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 

<６月> 6/2（土）遊歩道の整備 6/3（日）コケ玉づくり 6/9（土）ホタル観察会 6/10（日）森の窯焼きピザづくり     

6/16（土）くにみ探検隊（初夏の昆虫探し）棒焼きパンも焼こう 6/17（日）森のきのこ観察会 6/23（土）クワガタを探そう 

6/24（日）じゃが芋の収穫とカレーライス 

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 

（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 

【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 

鮎料理 ５月 26日（土）～８月頃まで 

 

５月 26 日の鮎漁解禁に伴い宍粟市内の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く

ださい。 

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 

 

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。 

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 

ブルーベリーの花 ４月上旬～中旬頃 

原観光りんご園（波賀町原 560-1） 

４月中旬～５月上旬頃 

道の駅みなみ波賀（波賀町安賀 8-1） 

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 



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）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。 

フォレストステーション

波賀 

℡ 0790-75-2717 

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 

べにばな 

（上ノ公民館周辺・山崎町上ノ

556） 

６月下旬～７月上旬頃 市内山崎町上ノ下地区で地元の同好会が育てている約２万本

のベニバナが（例年）６月下旬頃に満開を迎えます 

しそう森林王国観光協会 

℡ 0790-64-0923 

 

お立ち寄りスポット 

フリーマーケット 

 

３月～６月まで 

毎月第４土曜日 

（９時～15時） 

伊沢の里前の広場で行われるフリーマ

ーケット。 

 

伊沢の里 

（山崎町生谷 214-1） 

℡ 0790-63-1380 

 

ホタルスポットへご案内 

南北に長い宍粟市では、６月上旬～７月上旬までの１ヶ月にわたってホタルを見ることができます。 

※施設により鑑賞バスの運行がない施設もありますので個別にお問い合わせください。 

・伊沢の里（山崎町生谷 214-1）℡ 0790-63-1380 ６月上旬～６月中旬（お問い合わせのみ対応） 

・フォレストステーション波賀（波賀町上野 1799-6）℡ 0790-75-2717 ６月中旬～６月下旬頃（鑑賞バス運行） 

・楓香荘（波賀町原 625）℡ 0790-75-2355 ６月中旬～７月上旬（宿泊のお客様のみ、週末鑑賞バス運行（６月まで）） 

※蛍の時期は天候によって変わります。また、天候等によりみられない場合もありますのでご了承ください。 


