
 

 

    平成 30 年９月宍粟市定例記者懇談会 
 

 

日時：平成 30 年９月 18 日（火）午後２時～ 
場所：市役所３階 庁議室 

    
 
 
【定例記者懇談会】 
 

 １ 開  会 

  

２ あいさつ 

 

３ 発表項目 

 

（1）あなたの意見を聞かせてください！「タウンミーティング」開催     …1 

（2）マイナンバーカード受け取りのための【土日特別開庁】を実施します   …3 

（3）10 月 21 日「ちくさふれあいフェスタ 2018」開催         …5 

（4）秋の千種をのんびりと！「第７回宍粟市ウォーキング大会」開催    …7 

（5）秋だ！宍粟路を走ろう！「第 14 回宍粟市ロードレース大会」開催   …9 

（6）宍粟学講座「伊和大神信仰の諸相」受講者募集           …17 

（7）食育講演会「自然に学ぶ～身近なハーブ利用方法～」        …19 

（8）きてーな宍粟イベント「サラダのような ぬか漬けワークショップ」開催 …21 

（9）第 14 回宍粟国際ふれあいまつり開催                …25 

 

 

４ 各種イベント情報等 

   ・10 月～11 月の主なイベント情報等                 …27 

 

５ （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ            …35 

                  

 

６ そ の 他 

 

 

７ 閉  会 

 

 

●次回定例記者懇談会のお知らせ 

日 時 平成 30 年 10 月 19 日(金) 午後 2 時～ 

場 所 宍粟市役所３階 庁議室（予定） 
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 あなたの意見を聞かせてください！「タウンミーティング」開催 

概 要 

 

市では「いつまでも暮らし続けたい宍粟」を目指して、今年度は下記のテ

ーマで、それぞれ意見交換を行います。 

市民のみなさんの意見が、安全・安心なまちづくりにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考  ※託児や手話、要約筆記も行います。 

担当者からのお願い  

担当課 

（問合わせ先） 
所属 秘書広報課 担当 三木 ℡ 0790-63-3115 

 

＜地域ミーティング＞ 

テーマ：命を守る避難とは 

～平成 30年７月豪雨から安全確保の方法を考える～ 

 

＜子育て世代ミーティング＞ 

テーマ：宍粟で子どもを産み育てるためには 

   ～宍粟の特性を活かし、安心して子どもを産み育てる環境とは～ 

※時間は各会場とも 

19時～20時30分頃まで 

開催日 会場 

10月 22日(月) 宍粟防災センター(5階) 

10月 23日(火) センター三方 

10月 24日(水) センターちくさ(大ホール) 

10月 25日(木) 山崎東中学校体育館 

10月 30日(火) 市民センター波賀（大ホール） 

10月 31日(水) センターいちのみや 

11月５日(月) 山崎南中学校体育館 

 

 会場 

11月 13日（火） 一宮子育て支援センター 

11月 15日（木） 波賀子育て支援センター 

11月 19日（月） 千種子育て支援センター 

11月 28日（水） 山崎子育て支援センター 

 

※時間は各会場とも 

10時～11時30分頃まで 
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Ｈ30.9 

  

  

   

 

 

平成 30 年 7 月豪雨では、市内に大きな被害をもたらし、土石流により尊い命

が失われました。今年度は、このことを重く受け止め、災害時の減災と身の安全

を守る避難行動について、今回の災害への対応を振り返り、市役所、地域、市民

一人ひとりが取るべき行動を再確認し、より安全で安心なまちづくりに繋げるた

めのタウンミーティングを開催します。 

また、昨年度と同様に従来の地域ミーティングに加えて、子育て世代の皆さま

にも積極的にご参加いただけるよう、子育て世代ミーティングを開催します。 

 

【地域ミーティングの日程】（どの会場でもご参加いただけます。） 

《開催時間》午後 7時 00分から午後８時 30分頃まで 

開催日 場 所 テーマ 

10月 22日（月） 宍粟防災センター（5階ホール）  

 

命を守る「避難」とは！！ 

～平成 30年 7月豪雨から

安全確保の方法を考える～ 

10月 23日（火） センター三方 

10月 24日（水） センターちくさ（大ホール） 

10月 25日（木） 山崎東中学校体育館 

10月 30日（火） 市民センター波賀（大ホール） 

10月 31日（水） センターいちのみや 

1１月 5日（月） 山崎南中学校体育館 

 

【子育て世代ミーティングの日程】 

《開催時間》午前 10時 00分から午前 11時 30分頃まで 

開催日 場 所 テーマ 

11月 13日（火） 一宮子育て支援センター 
宍粟で子どもを産

み・育てるために

は、・・・！ 

11月 15日（木） 波賀山崎子育て支援センター 

11月 19日（月） 千種子育て支援センター 

11月 28日（水） 山崎子育て支援センター 

 

【お願い】 

※託児・手話通訳・要約筆記を行います。託児・手話通訳・要約筆記をご希望の方は、開催日の 7

日前までに秘書広報課までご連絡ください。 

    

                              

タウンミーティング・託児等の問い合わせ 

＜問い合わせ先＞宍粟市企画総務部秘書広報課 

 TEL：０７９０－６３－３１１５ 

 FAX：０７９０－６３－３０６０ 

市民の皆様の意

見をお聞かせく

ださい。 

タウンミーティング 
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 
マイナンバーカードの申請及び受け取りのための 

【土日特別開庁】を実施します 

概 要 

 

マイナンバーカードの申請をしたものの、「平日は仕事で窓口に取りに行

けない」、「土日も申請や受け取りができるようにしてほしい」という市民の

皆様の声をお寄せいただいています。 

この度、下記のとおりマイナンバーカードの申請及び受け取りのための土

日特別開庁を実施します。 

 

【実施日】 

平成 30年 10月 20日（土）、11月 11日（日）、12月 15日（土） 

平成 31年 1月 13日（日）、2月 16日（土）、3月 10日（日） 

 

【実施時間】午前 9時～午後 1時 

 

【場所】宍粟市役所市民課 マイナンバー担当窓口 

 

 

※申請に予約は必要ありませんが、 

受け取りは予約制となりますので事前にご連絡ください。 

※特別開庁日は、マイナンバーカードの申請及び受け取りのみ対応します。 

（それ以外の業務は対応できませんのご了承ください。） 

 

※平日の開庁時間内でのマイナンバーカードの受取りが困難な場合は、 

時間外の対応も可能ですのでご相談ください。 

 

参 考  

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 市民生活部市民課 担当 柳川 ℡ 0790-63-3100 

 

3



 

兵庫県宍粟市 

 

4



平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 ちくさふれあいフェスタ 2018 10月 21日に開催 

概 要 

 

 市民が一堂に会し、「ふれあい」と「感動」を共有できるコミュニティ環

境づくりと「千種の魅力」を発信することを目的とし、今年も「三輪車レー

ス」や「健康測定コーナー」、地元の方々が出店される「食のエリア」、ステ

ージ演技、文化展などを開催する予定です。どなたでも参加いただけます。 

 

【日時】 

 平成 30年 10月 21日（日）午前 10時から午後３時 30分 

 ※文化展は 20日（土）午後１時から 

 

【開催場所】 

千種町千草 50-1 栄々人来（大通り広場） → ステージ、食のエリア 

千種町千草 123  商店街中央駐車場 → 遊びと健康のエリア 

千種町千草 160 センターちくさ → 文化展、千種の文化・魅力発信エリア 

 

【駐車場】 

 千種小学校グラウンド、エーガイヤちくさ、旧千種幼稚園、 

西山防災広場、千種高校 

 

【今年の目玉】 

 ＜千種アート＞ 春名幸徳さん作品展（イラストレーター） 

 ＜三輪車レース＞ 大人の部・子どもの部 商店街を三輪車でレースします。 

 ＜もちまき＞ イベントのラストは自治会主催のもちまきを行います。 

 

【備考】 

 イベント当日は会場周辺を午前 10 時から午後４時にかけて車両通行止めとしま

す。来場の際は、イベント専用駐車場をご利用ください。 

参 考 イベントチラシは作成中です。 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 千種市民局 

   まちづくり推進課 
担当 中井 ℡ 0790-76-2210 
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平成 30 年（2017 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 
秋の千種をのんびりと楽しみましょう！ 

第７回宍粟市ウォーキング大会 

概 要 

 

 宍粟市スポーツ推進委員会主催のウォーキング大会です。今年は千種管内

（宍粟市千種町）での開催となります。（毎年各管内の支部単位で開催して

います） 

 家族や友達と楽しく体を動かして、森林浴をしながら、のんびり歩いて秋

の千種の景色をお楽しみください。 

  

【概 要】＜約 10㎞ ＞約４時間のコースです 

 エーガイヤちくさを出発 → 七野(門田橋) → 奥西山公民館 → 

 平瀬神社 → 大森神社 → 千種ふれあいフェスタ → エーガイヤちくさ 

 

※宍粟市スポーツ推進委員がスタッフとして同行します。 

  

【日 時】  平成３０年１０月２１日（日） 雨天中止 

       受 付  ９時から 

       開会式  ９時３０分より 

 

【対象】 なし 

 

【定員】 １００名 

 

【参加料】  ５００円 当日徴収 

 

【集合場所】 エーガイヤちくさ（宍粟市千種町室）   

 

【申込締切】 平成３０年１０月１７日（水） 

【その他】  別紙のチラシ（参加申込書）を参照 

 

参 考 
 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 市民協働課 

   （スポーツ推進室） 
担当 前田 ℡ 0790-63-3210 
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と  　き 平成３０年１０月２１日(日) 雨天中止

集合場所　 エーガイヤちくさ (宍粟市千種町室）

参 加 料   ５００円

持 ち 物　弁当・水筒・タオル・雨具（カッパ）等  その他必要と思われるもの

申込締切　平成30年10月17日（水）

お問合せ・お申込先　

宍粟市 市民協働課　スポーツ推進室

〒671-2593   宍粟市山崎町中広瀬133-6

TEL 0790-63-3210   FAX 0790-63-3064

各市民局まちづくり推進課でも申込・受付ができます。

一宮市民局　TEL 0790-72-1000

波賀市民局　TEL 0790-75-2220

千種市民局　TEL 0790-76-2210

・・・・・・・・・き･････…り･････…と･････…り･････…せ･････…ん・・・・・・・・・・・・・

S･H 年 月 日 （ 歳）

〒 －

自宅 － － 携帯 － －

平成 年 月 日 平成 年 月 日

印 印

傷害保険は主催者で加入します

緊急連絡先

承諾書 （参加者が高校生以下の場合） 誓約書

住　 所

電話番号

保護者氏名 ： 本人氏名 ：

（参加者が成人の場合）

　上記の者が本大会に参加するにあたり、万一事故等が
あった場合は全ての責任を私（保護者）が負い、主催者に
対しては一切迷惑をかけないことを誓い参加を承諾いたし
ます。

　私は、自分自身の健康管理には細心の注意を払い、万一
事故等があった場合は、全て自らの責任において処理し、
主催者に対しては一切の迷惑をかけないことを誓います。

コ ー ス

ふりがな

氏 　名
生年月日

第　７　回　ウ ォ ー キ ン グ 大　会　申　込　書

エーガイヤちくさ→七野(門田橋)→奥西山公民館→平瀬神社→大森神社→
千種ふれあいフェスタ→エーガイヤちくさ【約10㎞】

傷害保険料・参加記念品等　なお、参加料は当日徴収します。

その他 
健康には十分注意し、万全の状態で参加し

てください。 

雨天中止の時は、朝７時にしーたん通信で

放送します。市外の方は電話にてお問い合

わせください。 

【行  程】 受付(９：００)～ 開会式(９：３０)出

発 → 七野(門田橋) → 奥西山公民館(坂道)→平

瀬神社（下り）→大森神社→千種ふれあいフェスタ→

エーガイヤちくさ 

【約10㎞】 （＊天候によりコースの変更があります） 
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 
秋だ！祭りだ！ロードレースだ！！ 

「第 14 回宍粟市ロードレース大会」 

概 要 

 

 ロードレース大会を開催することにより、参加者及び地元ボランティアス

タッフ等が「ひとづくり、まちづくり」を促進できる場を提供するとともに

参加者の健康増進及び相互間の交流を図ります。 

 

【日時】平成 30年 11月 25日（日）雨天決行 

 8：00～受付開始 8：40～開会式 

【会場】家原遺跡公園下市道（宍粟市一宮町三方町） 

 

【種目等】別紙大会要項のとおり 

【参加料】親子・小学生・中学生・高校生…600円 一般…1,200円 

【申込期間】 

平成 30年 10月 1日（月）から平成 30年 10月 31日（水）まで 

※10月 1日（受付初日）は市役所本庁舎のみで受付、 

10月 2日以降は各市民局でも可。 

 

【申込方法】 

参加申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて事務局にお持ちください。 

郵送の場合は、現金書留または郵便小為替で参加料と参加申込書を同封して

ください。※郵送の場合も平成 30年 10月 1日（月）まで受付できません。 

 

【その他】 

大会要項及び参加申込書は市ホームページから入手可能。 

 

【問合せ】 

宍粟市ロードレース大会実行委員会事務局（市民協働課スポーツ推進室）                           

TEL：0790-63-3210 

参 考 大会要項添付 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 

所属  

市民協働課スポーツ推進室 

担当 

田中 脩太 

℡  

0790-63-3210 
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平成 30年（2018年）９月 18日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 宍粟学講座「伊和大神信仰の諸相」受講者募集！ 

概 要 

 

ふるさと「宍粟」の歴史文化・自然地理への理解と関心を一層深めること

を目的として宍粟学講座を開講します。 

 

奈良時代に書かれた『播磨国風土記』には、播磨の国づくりの神である

「伊和大神」にまつわる神話が数多く記されています。伊和大神は伊和神

社に祀られている宍粟と非常にゆかりの深い神様です。これらの神話から

読みとれる、宍粟を含めた古代播磨の地域社会の在り方についてお話いた

だきます。 

 

 

【講師】高橋 明裕 さん（立命館大学非常勤講師） 

【日時】10月 20日（土） 14：00～15:30 

【会場】宍粟防災センター5階ホール（山崎町鹿沢 65番地３） 

【定員】先着 100名程度 

【参加料】無料、事前申し込み不要 

 

※宍粟市民大学（しそう学びパスポート）対象講座 

要約筆記・手話通訳あり 

参 考 第４回宍粟学講座案内チラシ 

担当者からの 

お願い 
講座の周知方お願いいたします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 社会教育文化財課 担当 堀・片山 ℡ 0790-63-3117 
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奈良時代に書かれた『播磨国風土記』には、播

磨の国づくりの神である「伊和大神」にまつ

わる神話が数多く記されています。伊和大神

は伊和神社に祀られている、宍粟と非常にゆ

かりの深い神様です。これらの神話から読み

とれる、宍粟を含めた古代播磨の地域社会の

在り方についてお話いただきます。 

本講座は『しそう学びパスポート』対象講座です 

受講方法：当日受付（申込み不要） 

定 員：先着 100 名程度 

要約筆記・手話通訳あり 

【問い合わせ先】 

宍粟市教育委員会 社会教育文化財課 

〒671-2593 

宍粟市山崎町中広瀬 133 番地 6 

TEL：0790-63-3117 

FAX：0790-63-1063 

 

 

いまほり本『播磨国風土記』（個人像） 

 

 

はりまのくにふどき 

伊和大神 

信仰の諸相 

い      わ    お お   か み 

しん   こう        しょ    そう         

宍粟防災センター 

駐車場 

Zyou  

 

平成３０年度 第４回 宍粟学講座 

臨時 

駐車場 

 たかはし あきひろ 

平成３０年 

10 月20 日（土） 

午後２時～午後３時 30 分 
 

会 場  宍粟防災センター５階ホール 
〒671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢 65 番地 3 

 

  

講 師  高橋 明裕 さん（立命館大学非常勤講師） 
 

   (バ  ス) 神姫バス山崎停留所より西へ徒歩５分 

(乗用車) 中国自動車道山崎 IC 下車５分 

※防災センター駐車場が満車の場合は西側臨時駐車場をご利用ください 

Ｐ 

Ｐ 

N 
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 

平成 30年度食育講演会 

「自然に学ぶ～身近なハーブ利用方法～」 

概 要 

 

 

平成 21 年 3 月に宍粟市食育推進計画が策定され、『美味しそう！宍粟の

めぐみ 食べようでぇ』をスローガンに事業を行っています。 

宍粟市民の食育への関心を高めると共に、食育への理解を深めることを

目的に今年度も食育講演会を開催します。 

今回は食と健康や食で地域活性などハーブを活用した取り組みを実施し

ていらっしゃる 株式会社 香寺ハーブ・ガーデン 福岡社長にお話いただ

きます。 

 

演題：『自然に学ぶ～身近なハーブ利用方法～』 

 

【講師】株式会社 香寺ハーブ・ガーデン 

    代表取締役社長 福岡 讓一 氏 

 

【日時】平成 30年 10月 5日（金曜日） 

    13：30～15：00（受付は 13：00～） 

 

【場所】宍粟市役所 4階 会議室 

 

【参加費】無料 

 

【定員】80名（定員になり次第〆切） 

 

【申し込み期間】～平成 30年 9月 28日（金）まで 

参 考 チラシを添付 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 保健福祉課 担当 岸根 ℡ 0790-62-1000 
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平
成
30
年
度

食
育
講
演
会

【日 時】 平成30年10月5日（金曜日）

13：30～15：00（受付 13：00～）

【場 所】宍粟市役所 4階・会議室

職員駐車場・第２駐車場から本庁まで徒歩5分

【参加費】無料

【定 員】 先着80名≪要申込≫
【要約筆記・手話通訳も行います】

【申込期間】平成30年8月20日（月）

～平成30年9月28日（金）

（定員になり次第締め切り）

【申込先・問合せ先】 宍粟市保健福祉課 TEL:0790-62-1000／FAX:0790-62-6354

宍粟市食育スローガン ～美味しそう！宍粟のめぐみ 食べようでぇ！～

（株）香寺ハーブ・ガーデン 代表取締役社長

講師：福岡 讓一氏

ふく おか じょう いち

～プロフィール～
1983年 世界のハーブを育て研究を始める

1985年 ハーブを媒体とし”自然と人””人と人”

とのかかわりを考えたハーブガーデンを

姫路市香寺町に造る

2001年 （株）香寺ハーブ・ガーデン設立

大阪大学・関西大学・兵庫県等と共同で

ハーブやバイオの研究を始める

2015年 文部科学大臣賞受賞（科学技術賞開発部門）

2016年 （株）山之内楽農倶楽部 設立

夢公園

市役所（北庁舎）宍粟警察署

市役所（本庁）

宍粟橋

姫路方面

鳥取方面

山田

中広瀬

中広瀬北

市役所職員駐車場

第２駐車場

中広瀬多目的広場

県道537号線

揖
保
川

揖
保
川

※講演会に来場される方へお願い※

車でご来場される方は緑で表示されている宍粟橋南

にある職員駐車場及び第２駐車場をご利用ください。
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 

ふるさと宍粟ＰＲ館きてーな宍粟 9月ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄ 

「サラダのような ぬか漬けワークショップ」 

概 要 

 

 

姫路駅前で宍粟市の PRを積極的に展開している「ふるさと宍粟 PR館“き

てーな宍粟”」で、発酵のまちである宍粟市を PR するため「サラダのよう

なぬか漬けワークショップ」を開催します。 

 

ぬか臭い、古くさいといったぬか漬けのイメージが変わります！サラダや

ピクルスのような美味しいぬか漬けです。つける野菜はもちろん、ぬかも宍

粟産でご用意しました！ご自分で作って頂いたぬか床でお好きな野菜を漬

けることができます。 

 

※参加申込先：きてーな宍粟店舗（079-287-3123） 

もしくは事務所（079-286-8988） 

 

〇開催日時 

平成 30年 9月 28日（金）  

【第 1回】16:00～17:30 【第 2回】18:00～19:30 

 ※受付は各回 15分前からを予定 

〇場所：ふるさと宍粟 PR館 きてーな宍粟店内（姫路市西駅前町 1） 

〇講師：発酵 LabCoo 松下美幸さん 

〇所要時間：1時間半程度 

〇参加費：4,000円（ぬか・野菜・試食用材料費込み・税込） 

〇定員：各回 7～8名 

〇持ち物 

3～3.5L の容器（野田琺瑯レクタングル深型 LL がおすすめ、無い方はタ

ッパーなどでも可）、タオル、筆記用具 

参 考 チラシ 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 まち・にぎわい課 

(きてーな宍粟) 

担当 戸澤 

  （東郷） 

℡ 0790-63-3127 

(079-287-3123)    
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兵庫県宍粟市 
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たつの市を拠点に活動
されている発酵LabCoo
さんときてーな宍粟の
コラボ企画です！

サラダのような ぬか漬けサラダのような ぬか漬け
ワークショップワークショップ

（Fri）
内　容　ぬか漬けの発酵ミニ講座
　　　　日本酒発祥の地のお話
　　　　ぬか床づくり、ぬか漬けの試食

講　師　発酵 LabCoo 松下美幸さん

参加費　4,000 円 ※当日支払い
　　　　　 （ぬか・野菜、試食用材料費含・税込み） 

持ち物　3~3.5L の容器（野田琺瑯レクタ
　　　　ングル深型 LL など）、タオル、
　　　　筆記用具
定　員　7 ～ 8 名

場　所　ふるさと宍粟 PR 館　きてーな宍粟
　　　　  （姫路市西駅前町１ 神姫ビル１階）

お申込み先
お名前・ご連絡先（電話番号）・参加人数・
参加希望時間（①or②）を下記までお知
らせください。
TEL：店　舗   079-287-3123
FAX：079-286-9009
Mail：info@denpakudo.jp

キャンセルポリシー
　＊前日 18：00 ～当日
　　　　　　　　…キャンセル料　１００％

① 16:00 ～ 17:30 ／ ② 18:00 ～ 19:30
受付は各回 15 分前からを予定　定員：各回 7～8名

主催：ふるさと宍粟 PR 館　きてーな宍粟

コラボ企画

好きな食材で
Enjoi ぬか床 life ！

お申込み〆切
9/２6(Wed)
18：00 まで

9 28

ぬか臭い、古臭いといっ
たぬか漬けのイメージが
変わります！サラダやピ
クルスのような、とても
おいしいぬか漬けです。
漬ける野菜や素材はもち
ろん、ぬかも宍粟市産で
ご用意しました！ご自分
で作って頂いたぬか床で
お好きな野菜をご自宅で
漬けることができます！
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「日本酒発祥の地・発酵のまち “宍粟”
と呼ばれるまち」をめざして

クター　

発酵 LabCoo のご紹介
　発酵 LabCoo（はっこうラボクー）は、兵庫県たつの市の城下
町を拠点に、ワークショップやイベントを通じて、日本にある
素晴らしい発酵文化の発信を行っておられます。

松下  裕昭
博士（農学）
発酵インストラクター

松下  美幸
栄養士
発酵インストラクター　

大学で栄養士の免許を取得後、大手醤
油メーカーで研究職に従事する。退社
後、大手酒造メーカーで研究職に従事
し た 後、2017 年 に 夫 婦 で 発 酵
LabCoo を立ち上げる。主に講師とし
て表に立ち、わかりやすく親しみやす
い教室を作り上げている。また、サラ
ダのようなぬか漬けを製造、販売する

「醸し菜（かもしな）」の運営も行う。

大阪大学大学院工学研究科で発酵工
学、醸造学、微生物学などを学び、大
手醤油メーカーに入社。基礎研究およ
び商品開発を行い、2008 年には京都
大 学 博 士（農 学）を 取 得。退 社 後、
2017 年に発酵 LabCoo を立ち上げ、
発酵食品の手作り教室を運営する。豊
富な知識と経験を生かし、発酵文化の
継承に関わる活動を行っている。

講師紹介

日本酒発祥の地・発酵のまちと言われる所以
　日本に残る最古の文献「播磨国風土記」には、
宍粟市にある庭田神社で米・麹・水を用いた
酒造りの製法として現在の日本酒に通ずる最
古の記述されており、宍粟市が日本酒の発祥
の地といわれる所以となっています。

市内の学校給食にも地産地消の発酵食
　現在、宍粟ではさまざまな発酵に関る取り組
みが行われています。取組の１つである、市内
の学校給食に関する取り組みをご紹介します。
　宍粟市にある「宍粟メイプル ( 株 )」と連携し、
宍粟市産のお米と大豆を使用して、昔ながらの
製 法ですべて手作り！天 然 製造で作られた
おいしい味噌が、市内の小・中学校の学校給食に
使用されています。また、宍粟市の学校給食は、

毎日米飯に加え、地産地消率は７５％以上な
んです！全国的に見てもとても高い数値なん
ですよ◎
　宍粟市では、その他にもさまざまな取り組
みを行っています。
＊庭酒に関する講演会を開催／＊地元親子を
対象に、食育クッキングを開催／＊幼稚園児
の「春の大豆植から取り組んだ本格みそづく
り」できた味噌でパーティーもしました／＊
大人の発酵教室にて味噌づくり体験を実施／
＊発酵の学校を開催　  　　などなど…

　「日本酒発祥の地・発酵のまち “宍粟” と呼
ばれるまち」をめざしてこれからも市内外の
方々と取り組んでまいります。

皆様のご参加、お待ちしております！

この度のぬか漬け WS の
講師を担当します！
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平成 30 年（2018 年）9 月 18 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（９月定例記者懇談会） 

発表項目 第 14回宍粟国際ふれあいまつり開催！ 

概 要 

 

 

 

宍粟国際ふれあいまつりは、市民と外国人との交流を通して相互理解を深

め、市民の国際感覚の醸成を図ることを目的としています。 

 

様々な国の食文化に触れながら、ハロウィン気分を楽しむことのできる市

内唯一のイベントです。仮装して参加することで、よりイベントを楽しめま

す。 

 

１ 日時  10月 28日（日）10時～ 

２ 場所  生涯学習センター学遊館 

３ 内容  ・食文化コーナー 

世界の料理を食べ歩き 

      ・ハロウィン大変身 

仮装してハロウィン大賞を狙おう 

      ・キッズゲーム大会 

       みんなで楽しく英語でゲーム 

      ・その他楽しいコーナーがたくさん 

アートバルーン、フェイスペイント、ハロウィンカード、 

       外国人限定の着物着付け、福引大会 

 

 

参 考 主催：宍粟市国際交流協会 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 市民協働課 担当 田渕 ℡ 0790-63-3123 
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世界の料理やキッズゲーム大会、フェイスペインティングなど 

楽しいイベントが盛りだくさん！ 

10：00～ 開会 

10：10～ ハロウィンショー衣装貸出し（先着 30名様） 

ハロウィンカード、フェイスペイント、 

アートバルーン開始 

11：15～ ハロウィンショー 

11：30～ 世界の料理 販売開始 

13：00～ ハロウィン大賞発表 

13：30～ キッズゲーム大会 

14：10～ 福引大会 

 

第 14回 

宍粟国際 

ふれあいまつり 

10 月28 日(日) 10:00～15:00 

International Friendship Festival 

 

学遊館（宍粟市山崎町東下野 18） 

国际交流盛典 
 

October 28,2018 
 

GAKUYU-KAN(18Higashishimono,Yamasaki,Shiso) 

 

Lễ hội Liên hệ Quốc tế
 主催：宍粟市国際交流協会 
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行事名所 日時 開催場所 内容 問い合わせ先・電話番号 

 

 

 

 

 

 

第 24回 

やまだの里石垣まつり 

第 6回 

やまだの里棚田の灯り 

10月 7日（日） 

 

石垣まつり 

10時～15時 

 

棚田の灯り 

17時～22時 

【会場】 

センターみはらし周辺 

（一宮町東河内５１６） 

 

 

【駐車場】 

東河内健康センター 

※係員の誘導に従って下さい。 

＜山田の里石垣まつり 10月 7日(日)＞ 

コスモスがきれいに咲く山田の里での秋の風物詩イベントが行われま

す。日中は山田の里にて地元のとれたて野菜の即売をはじめ、味覚ブ

ースや体験ブースなど楽しい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」にて秋の一日をお楽しみください。 

 

＜棚田の灯りライトアップ期間＞ 

9 月 30 日より２ヵ月間 1000 個のペットボタル(ペットボトルに入れた三

色に変わるランプ)がライトアップされ幻想的な棚田の夜を演出します。 

＜棚田の灯りイベント 10月７日(日)＞ 

先人が残してくれた棚田 

この地で生まれ、生きている私たちは未来へ、子供たちへこの棚田を

引き継いでいく役割を担っています。一緒に考え、一緒に汗を流しまし

ょう。 

今年は兵庫県政 150 周年を記念し、ろうそくの灯篭を 3600 個に増や

して灯します。 

 

石垣まつり終了後、棚田に灯篭を設置し、点火します。皆様のご協力

をお願い致します。 

【山田自治会】 

℡:0790-72-0741(長野) 

【事務局】 

℡:0790-72-1820(上長) 

※灯篭設置のボランティアの

件もお問合せ下さい 

 

 

神戸元町４丁目商店街

宍粟市 PR イベント 

 

【同時開催】 

ひょうご元気ムラ大交流

会(10/13のみ) 

10月 13日（土） 

14日（日） 

11時～18時 

 

 

神戸元町商店街（こうべまちづく

り会館前) 

10/13(土) 

神戸元町商店街 3丁目-6丁目 

10/14(日) 

神戸元町商店街 4丁目 

宍粟山崎酒蔵通りから地元素材をお届けするマルシェ 

 

日本酒発祥の地宍粟市の山崎のから２軒の酒蔵が神戸元町商店街

に地酒をお届けします。また宍粟市の特産品や観光スポット紹介、宍

粟産のとれたて野菜や産地直送の加工品、人気の山野草も販売予定

です。オカリナ生演奏もあります♪ 

10/13(土)のみ「ひょうご元気ムラ大交流会」開催！宍粟市の特産品

販売・パネル展示が行われます。 

宍粟市商工会 

℡：0790-62-2365 

平成 30年 10月～11月 宍粟市イベント情報 
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伊和神社秋季大祭 

10月 15日（月） 

10月 16日（火） 

伊和神社 

（一宮町須行名 407） 

伊和神社は、播磨の国の中で最も社格の高い一宮であり、播磨の総氏

神、開発の祖神と崇められる歴史ある神社です。 

この伊和神社秋季大祭は毎年２日間にわたり盛大に行われ、日頃の

大神様のご加護に感謝すると共に、豊かで平和な世を祈ります。 

 

10月 15日（月）10時～ 本殿祭 

10月 16日（火）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」） 

２日目の神幸祭の還御にお供して境内に帰って来た各氏子の屋台が

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、迫力が

あります。 

※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。 

伊和神社 

℡：0790-72-0075 

ちくさふれあい 

フェスタ 2018 

10月 21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） 

秋の食や文化などを気軽にお楽しみいただける手づくりのイベントです。

紅葉のきれいな秋のひとときを自然豊かな千種町でのんびりお過ごしく

ださい。 

 

『文化展』は前日の 10月 20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 

 

 

 

 

第２回 

宍粟市山崎本多まつり 

プレイベント 

10月 21日（日） 本多公園（山崎城本丸跡） 

（山崎町鹿沢） 

11 月 4 日の「本多まつり」プレイベントとして、本多公園にて開催されま

す。 

 

＜ヴィッセル神戸サッカー教室＞ 

宍粟市内サッカークラブを対象とした本多公園内のグラウンドにて行わ

れるサッカー教室です。（見学可） 

＜山崎城下町めぐり＞ 

まち歩きガイドと共に山崎の城下町を約１時間散策し、本多まつり前に

山崎の歴史について学んでみてはいかがでしょうか。 

15時３０分 山崎城本丸跡 紙屋門前集合  

 

山崎本多まつり実行委員会 

℡：090-6737-2643（坂本） 

℡：090-9051-4576（小林） 
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ふれあい登山会 

10月 28日（日） 

 

８時３０分集合 

黒尾山（一宮町） 

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楽しんでいただけるける登山会です。 

開催日の１ヶ月前より電話でのみ受付けます。 

【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３回長水城まつり 

10月 28日(日) 

9時～14時 

【会場】 

五十波農村広場周辺 

(山崎町五十波 1070) 

 

【駐車場】 

森林林業技術センター 

(山崎町五十波 430) 

今年が第３回目となる歴史ある長水城(ちょうすいじょう)でのイベントで

す。秋の長水山で手作り甲冑に身を包みながら、戦国時代に思いを馳

せてみてはいかがでしょうか。 

 

・長水山登山 ６時 30分頃 受付開始、７時出発予定です。 

・武者行列 ９時１０分頃 出発予定 

・長水城まつり ９時 30分～14時 

・軽トラ市出店 9時 30分～14時 

 

駐車場は森林林業技術センター付近にて消防団の誘導に従って駐車

願います。(約２００台) ※雨天中止 

長水城まつり実行委員会 

℡：090-4906-3821(小瀬) 

 

 

 

 

「つくろう！ 

ダンボールどうぶつえん」 

10月 27日(土) 

8時 30分～ 

15時 30分 

（宿泊も可） 

たかのす東小学校 体育館 

(千種町鷹巣 519-2) 

ダンボールを組み立てて、オリジナルな動物園をつくろう！ 

 

自然豊かな千種町にある、たかのす東小学校での親子で楽しめるイベ

ントです。普段お家ではできない大きな体育館のスペースに、みんなで

思いのままにダンボールに色を塗って世界に一つしかないおもしろい動

物園をつくりませんか？（完成後、写真撮影あり） 

 

【参加費】大人￥700、子供￥500 

鷹巣産のお茶のご用意があります。 

※昼食持参（弁当注文可￥５００） 

 

星空のキレイな「たかのす東小学校」は宿泊もできます。イベント後に宿

泊希望の方はお問合せ下さい。 

【イベントのお問合せ・ 

お申込み】 

℡：090-8985-6894(岩本) 

 

【宿泊受付】 

たかのす東小学校 事務局 

℡：080-8500-5535(藤原) 
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第 4１回 

いちのみやふるさとまつり 

 

11 月 3 日（金・

祝） 

10時～15時 

【会場】スポニックパーク一宮 

（一宮町東市場 1090-3） 

 

 

【駐車場】 

播磨一宮小学校 

一宮南中学校 

 

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、や働く車の展示もあります。 

はりま一宮小学校にて文化協会主催による一宮美術作品展も開催予

定。秋空の下でふるさとを満喫してください。 

※会場までは駐車場よりシャトルバスが運行いたします。 

実行委員会 

（一宮市民局まちづくり推進課

内） 

℡：0790-72-1000 

 

 

 

 

 

 

第２回 

宍粟山崎本多まつり 

【本多まつり】 

11月 4日（日） 

10時～16時 

 

【特別展示】 

11月 14日 

～11月 25日 

【会場】 

本多公園 

（山崎城本丸跡） 

 

【駐車場】 

市民局跡地・本多公園駐車場 

 

【歴史郷土館】 

山崎町鹿沢 81 

 

 

甲冑の出で立ちの武将たちが誘ういにしへの世界へタイムスリップ！ 

山崎城跡地の本多公園にて山崎藩本多家の歴史イベントが行われま

す。手作りの甲冑に身を包みながら本多家の栄華の時代を体感してみ

てはいかがでしょうか。 

【当日予定イベント】 

〇和太鼓 

〇武者行列 

〇甲冑着付体験 

〇お堀市（食・雑貨等） 

〇福引・その他 お楽しみ 

※小雨決行 

 

『山崎藩本多家特別展示』11/4～11/25 

【場所】 歴史郷土館（宍粟市立図書館 2F） 

山崎本多まつり実行委員会 

℡：090-6737-2643（坂本） 

℡：090-9051-4576（小林） 

 

第３０回伊沢の里 

ふれあい文化祭 

 

11月 10日（土） 

11月 11日（日） 

8時 30分～ 

生涯学習センター学遊館 

（山崎町東下野 18） 

青空市場・フリーマーケット・日用品バザーの販売や餅つきがあります。

ステージイベントでは和太鼓や中学生によるブラスバンド演奏などあり、

豪華景品が当たる抽選会も行われます。 

その他ゲートボール大会、グラウンドゴルフ大会、作品の展示会も開催

予定です。 

※詳細はお問合せ下さい 

伊沢の里ふれあい文化祭実

行委員会 

℡：0790-65-0851 
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田毎の里 ふくだ収穫祭 11月 11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新米の販売などが

あります。 

ふくだ収穫祭事務局（中嶋） 

℡：0790-72-2012 

 

土万ふれあい農業 

文化祭 

 

 

11月 11日（日） 

9時 30分 

～15時 

(予定) 

土万ふれあいの館 

（山崎町土万 1515-2） 

土万(ひじま)地区の収穫の時期に行う農業文化祭。生産者自慢の野

菜や果物の品評会やバザー、地元の農産物加工品の販売や食事ブ

ースもあります。その他、地元の小学生の手芸や書道などの作品展示

も開催されます。また子供も楽しめるビンゴ大会も予定し、多数豪華賞

品をご用意しております。最後には餅まき大会もあり、皆様のお越しを

お待ちしております。 

土万ふれあいの館 

℡：0790-67-0359 

 

宍粟50名山ふれあい登

山会 

11月 25日（日） 

8時 30分(集合) 

花咲山（一宮町） 

集合場所：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けます。 

【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 

 

 

 

 

More！繁盛収穫祭 

11月 24日（土） 

10時～15時 

センター繁盛(はんせ) 

 

（一宮町上岸田  

センター繁盛 2階） 

繁盛米の新米、どんこしいたけの試食、桑茶や古代米の甘酒試飲を予

定しています。また「みんなのマルシェ」では手作り雑貨や旬の野菜、自

家製パンなどの販売があります。 

 

「飾り寿しワークショップ」を開催予定。 

巻きずしを切ると金太郎あめのようにきれいな絵柄の出る飾り巻寿しの

作り方が習えます。飾り寿し-を食べながら繁盛の魅力がたっぷり詰ま

った秋の収穫をみんなで祝いましょう。 

繁盛地区まちづくり協議会 

℡：0790-74-0383(米田) 

 

よいまち市 

11月 18日（日） 

10時～16時 

山崎町本町通り商店街 

（山崎町本町通り付近） 

「よいまちプロジェクト」の一環として、本町通り商店街の一部を歩行者

天国にし、軽トラを利用したフリーマーケットや空き店舗を利用したチャ

レンジショップ、テントブースも設け、農産物をはじめ、工芸品や加工

品、雑貨なども販売します。 

宍粟市商工会 

℡：0790-62-2365 
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県立国見の森公園活動プログラム（宍粟市山崎町上比地 374） ℡：0790-64-0923/月曜日定休 

 

<10月>10/６（土）森の動物たちのお話し 10/7（日）秋のきのこ観察会 10/７（日）森のそば打ち体験 10/８（月・祝）サツマイモ掘りと焼き芋 10/13（土）森の窯焼きパンづくり 

10/14（日）くにみ探検隊（秋の自然観察）棒焼きパンも焼こう 10/20（土）フラワーアレンジメント ハロウィンバージョン 10/21（日）国見の森ハイキング 10/27（土）森のミニ杉玉づくり 

10/28（日）廃材で木工をしよう 

 

<11月>11月３（土）森のアウトドアクッキング バーベキューをしよう 11/4（日）森の干し柿づくり 11/10（土）森の窯焼きピザづくり 11/11（日）手描き年賀状づくり  

11/17（土）国見の原木しいたけ狩り 11/18（日）くにみ探検隊（秋の野鳥観察）棒焼きパンも焼こう 11/24（土）秋を食べよう！ 11/24（土）森のきめこみパッチワーク 干支づくり（猪）

11/25（日）森のナチュラルスイーツづくり（卵・乳製品・白砂糖を使わない 

 

 

 

 

味覚狩り 

りんご狩り 

(再掲) 

8月下旬～11月上旬 

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） 

8月下旬より約 3 ヶ月にわたりジューシーなりんごが実ります。りん

ごの種類も豊富なので、様々な品種が順次味わえます。またりん

ご園の上では持ち込みバーベキューもできます。彩り豊かな原の

紅葉を見ながら秋のひとときをぜひお楽しみ下さい。 

 

【料金】中学生以上：600円 4歳～小学生：400円  

（２時間食べ放題） 

 

※雨天の場合はお問合せ下さい。 

原観光りんご園 

℡：0790-75-3600 
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旬の味覚 

子持ち鮎 

(再掲) 

９月中旬～10月上旬 白子が詰まった新鮮な鮎が味わえます。子持ち鮎料理は、鮎の飴炊きをはじめ、各種コース料

理もあります。（２名様～要予約）その他、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。 

※10月中頃までは鮎の塩焼き料理もお楽しみいただけます 

※詳細はお問合せ下さい。 

鮎茶屋正起     ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和    ℡:0790-62-1120 

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。自然薯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、「フォレストステーション波賀」では自然薯笹うどんなども味わえま

す。また冬季限定の鍋料理メニューとして「四季旬菜 和」にて自然薯とろろ田子鍋がご賞味い

ただけます。 

※詳しくは各店舗にお問合せ下さい。 

楓香荘 ℡:0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡:0790-75-3999 

鮎茶屋正起      ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和     ℡:0790-62-1120 

フォレストステーション波賀 

℡:0790-75-2717 

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・ボイル蟹など様々な料理を提供して

おります。濃厚な蟹味噌のダシが絶品のモクズガニ料理をぜひ一度ご賞味ください。 

※メニューは各店舗までお問い合わせください。 

鮎茶屋正起      ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和     ℡:0790-62-1120 

 

囲炉裏茶屋楓庵 

(再掲) 

7/7～新装オープン 

（5 日前迄の完全予

約制） 

彩り豊かな原の紅葉と八丈川のせせらぎを聞きながら、里山素材・季節のものを使用した秋

の囲炉裏懐石と地元の銘酒をご堪能下さい。1日 2組様限定（昼 1組/夜 1組）一回あた

り 4～12名様での受付となります。※詳細はお問合せ下さい。 

楓香荘        ℡:0790-75-2355 

ボタン鍋 11月～3月末頃まで 

（施設によって異なり

ます） 

 

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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行事等名所 日時 開催場所 内容 問い合わせ先 

 

第２回ちくさもみじ祭り 

11月 3日（土・祝） 

10時～15時 

ちくさ高原キャンプ場周辺 

（千種町西河内） 

今年で第２回目の開催となります。地元団体による食のコーナーや、宍粟鉄

保存会によるたたら製鉄体験、国見の森公園のスタッフによる出張ワークショ

ップ等のイベントが催されます。宍粟市のもみじ祭りはちくさ高原からスタート！ 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

 

福知渓谷もみじ祭り 

11月 11日（日） 

10時～14時 

福知渓谷デイキャンプ場ド

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は

赤や黄色に彩られた渓谷沿いを歩きながら秋の紅葉を満喫できます。また、

地場野菜の直売などのイベントも開催されます。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 

 

 

 

原不動滝元祖 

もみじ＆りんご祭り 

11月４日（日） 

10時 30分～ 

15時 30分 

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＆りんごまつ

りが開催されます。りんごの皮むき競争・早食い競争やりんごの重さ当てクイズ

など、食のコーナーでは、やきぞば・おでんポテトフライなど食のコーナーもあり

ます。 

＜紅葉のライトアップ＞１０月中旬～１１月上旬予定 

＜１１月１日～４日＞４日間にわたり、もみじ祭りイベント開催予定です。 

４日がメインイベントとなります。 

※詳細はお問合せ下さい。 

原不動滝観光組合 

℡:0790-75-3600 

 

 

 

最上山もみじ祭り 

11月 17日（土） 

～25日（日） 

10時～16時 

最上山公園「もみじ山」 

（山崎町元山崎） 

 

【駐車場】 

期間中か臨時駐車場をご

利用ください。 

(協力金￥５００) 

「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ワンコインフェスタなどのイベントが開

催されます。 

＜もみじ山ライトアップ期間＞ 

11月 15日（木）～25日（日）18時～21時 

※詳細はお問合せ下さい。 

しそう森林王国観光協会 

℡:0790-64-0923 
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■ 発表項目 

①県下最高峰！1510m 氷ノ山登山バスツアー 

②森林セラピー体験プログラムを再開します（10 月） 

③復活に向けて、くにみまつり 2018 開催！ 

 

■ 概要 

① 県下最高峰！1510m 氷ノ山登山バスツアー 

現在募集：平成 30 年 10 月 6 日（土）以降の日程 

送迎：JR 姫路駅南口から往復便あり 

  

９月より宍粟ルートから登る氷ノ山バスツアーを募集しています。初心者の方も参

加しやすいように、比較的歩きやすいルートを選んでおり、また宍粟５０名山ガイド

クラブ会員が同行しますので、安心です。地元食材を生かしたオリジナル弁当や、登

頂記念品をプレゼントします。 

ぜひ、このツアーをきっかけに宍粟 50 名山登破にもチャレンジしてみましょう！ 

 

お申込み・お問合せ：神姫バスツアーズ各店舗・コールセンター 

または HP「神姫バスツアーズ」で検索 

 

② 森林セラピー体験プログラムを再開します（10 月） 

 開催日：平成 30 年 10 月 6 日（土）・14 日（日）・27 日（土） 

 集合場所：フォレストステーション波賀 

  

   平成 30 年 7 月豪雨の影響により休止していた体験プログラムを、場所を新たに

東山（宍粟市波賀町）に変え、再開します。今回のプログラムには、より森林浴を楽

しんでもらうためにハンモック体験を追加しました。また体験後には、温泉半額入浴

券をプレゼントしますので、高濃度の天然ラドン温泉でおくつろぎください。 

 

  お申込み・お問合せ：（公財）しそう森林王国観光協会 

            または HP「宍粟市森林セラピー」で検索 

 

 ＜本件に関する問い合わせ先＞  

  公益財団法人 しそう森林王国観光協会 
（愛称：森ナビしそう） 担当：田路 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：info@shiso.or.jp ホームページ：http://www.shiso.or.jp 

  

 

    

公益財団法人 

 
（愛称：森ナビしそう） 

 発信日：2018年９月 18日 

報道関係者各位 
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■ 発表項目 

①県下最高峰！1510m 氷ノ山登山バスツアー 

②森林セラピー体験プログラムを再開します（10 月） 

③復活に向けて、くにみまつり 2018 開催！ 

 

■ 概要 

③ 復活に向けて、くにみまつり 2018 開催！ 

開催日時：平成 30 年9
く

月23
に み

日（日・祝）10：00～15：00 

場所：県立国見の森公園 

送迎：臨時駐車場からシャトルバスあり 

 

 平成 30 年 7 月豪雨により、ミニモノレールの故障や登山道の一部崩壊など甚大な被

害を受けた国見の森公園ですが、そんな被害をはねのける勢いで、今年もくにみまつり

を開催します！ 

 オープニングに地元山崎南中学校の吹奏楽部による演奏をはじめ、「遊ぼう」「作ろう」

「食べよう」をテーマにイベントも盛りだくさん用意しています。宍粟市マスコットキ

ャラクターのしーたんや森林王国女王もやって来ます。フィナーレにはもちまき大会を

行います。ぜひお子様連れでもお越しください。 

 みなさん一緒に、国見の森公園復活の「ノロシ」を

上げましょう！ 

 

お問合せ： 

  （公財）しそう森林王国観光協会 

 

              

昨年もちまき大会の様子 

                                           

 ＜本件に関する問い合わせ先＞  

  公益財団法人 しそう森林王国観光協会 
（愛称：森ナビしそう） 担当：田路 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：info@shiso.or.jp ホームページ：http://www.shiso.or.jp 

  

 

    

公益財団法人 

 
（愛称：森ナビしそう） 

 発信日：2018年９月 18日 

報道関係者各位 
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兵庫県立 国見の森公園 

宍粟市山崎町上比地 374 
 
中国自動車道「山崎 IC」より 

自動車で約 5ｋｍ㎞(約 10分) 

 

※モノレールは無料で運行しています 

 

●開 催 日● 
 

●申込期間● 各実施日の 1週間前まで 定員 2～16名(2名未満の場合中止) 

●参 加 費● 2,500円(ガイド料・保険料含む) 

当日のスケジュール 
10:00 フォレストステーション波賀 集合 

   東山-天の川コース-へ移動 

10:00 森林セラピー体験 

12:30 森林セラピー体験 終了 

      森のランチタイム 

  ※お弁当、レストランなど各自で 

ご準備ください。 

 

(公財)しそう森林王国観光協会 
〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 374(県立国見の森公園内) 

 

お申込み・ 

お問い合せ 

TEL 0790-64-0923 

FAX 0790-64-5011 

<E-mail> 

info@shiso.or.jp 

●申込方法● 電話、FAX、E-MAILまたは HP入力フォーム 

宍粟市森林セラピー 検索 

ホームページもぜひご覧ください 

●集合場所● フォレストステーション波賀 〒671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野 1799-6 

森林セラピー体験プログラム 宍粟市 

2018 

10月 6日(土)・14日(日)・27日(土) 

●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。 

昼食は付きません。 

 

in東山-天の川コース- 

動きやすい服装を着用しましょう 

雨具・飲み物・防寒着も忘れずに！ 

 半額入浴券プレゼント！  森林セラピー終了後、東山温泉に入りませんか？ 

ご希望の方はバスタオルをご持参ください。 
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