
 

 

    平成 30 年 10 月宍粟市定例記者懇談会 
 

 

日時：平成 30 年 10 月 19 日（金）午後２時～ 
場所：市役所３階 庁議室 

    

 

【第１部】 災害支援物資贈呈式 ライオンズクラブ国際協会 
 
【第２部】 定例記者懇談会 

 １ 開  会 

２ あいさつ 

 

３ 発表項目 

（1）宍粟市功労者表彰受賞者決定及び表彰式の開催について          …1 

  （2）第 41 回いちのみやふるさとまつり  開催               …3 

（3）婚活交流会  カモン、スポ女子！！BOY MEAT GIRL        …7 

（4）タブレット端末からビデオ通話での手話通訳を行っています       …9 

（5）「やってみよう！しーたん手話講座」動画の製作・放送について        …13 

（6）第 14 回宍粟市美術展入賞者決定                   …17 

（7）ひょうご歴史文化フォーラム「播磨のたたら製鉄研究の新展開」参加者募集  …19 

 （8）ミニ企画展「鉄（まがね）を出（いだ）す」～宍粟のたたら製鉄～開催    …21 

 （9）企画展「本多家時代の山崎」開催                    …23 

  （10）ヴィッセル神戸サッカー教室「プロの技を学ぼう」            …27 

  （11）10 月プレミアムフライデーイベント「うまい新米フェア」開催      …29 

 

４ 各種イベント情報等 

  ◆第 10 回千種町園小中高合同「ふれあい文化祭」（県立千種高等学校）   …31 

   ◆11 月～12 月の主なイベント情報等                    …37 

・11/4 第 2 回宍粟山崎「本多まつり」 

・11/4 「つるし柿を作ろう」たかのす東小学校 

・11/11 「はが軽トラ市」 

 

５ （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ               …39 

  

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 11 月 16 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）10 月 19 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 
平成 30年度宍粟市功労者表彰の受賞者決定および 
表彰式の実施について 

概 要 

 

平成 30年度の宍粟市功労者表彰の被表彰者（４名）を発表します。 

 

あわせて、下記の日程で表彰式を挙行いたします。 

 

宍粟市功労者表彰は、「市政の発展及び市民の福祉の増進に寄与され、そ

の功績が顕著で市民の模範となる方」に贈る賞です。 

 

【表彰式】日時 11月 5日（月）午前 10時 00分～ 

場所 宍粟市役所 ４階 会議室 

 

 ※詳しくは「平成 30年度 宍粟市功労賞被表彰者一覧」をご覧ください。 

  

参 考 
 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 秘書広報課 担当 三木・小椋 ℡ 0790-63-3115 
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1 教育功労賞 杉本
すぎもと

健三
けんぞう 元教育委員 教育の振興発展に貢献

2 社会功労賞 福井
ふくい

惇巳
あつみ 元保護司 明るく豊かな地域社会づくりに貢献

3 保健医療功労賞 八
はっか
家伸
のぶまさ
方 　元学校医 校医等地域医療のために貢献

4 国際親善功労賞 小寺
こてら

一成
かずしげ 　元国際交流協会会長 国際交流事業の推進に貢献

経歴内容 功績の概要

平成30年度　宍粟市功労賞被表彰者一覧

整理
番号

表彰の名称 氏　　　名
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兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 第 41 回いちのみやふるさとまつり開催 

概 要 

 

 

 

市民が日頃のまちづくり活動の成果を持ち寄り、子どもから大人まで誰も

が気軽に参加できる「いちのみやふるさとまつり」を開催し交流を深めるこ

とで、ふるさと宍粟への郷土愛を育むとともに、活力ある元気なまち宍粟を

創造することを目的とします。 

 

【日 時】 平成 30年 11月 3日（祝）9時 50分～15時 00分 

 

【場 所】 

  スポニックパーク一宮グラウンド 

  ※美術作品展は、はりま一宮小学校体育館で開催 

 

【内 容】 

＜出店ブース＞  

◇一宮町連合自治会による農産物・加工品・飲食・バザーなど 

◇各種団体等による健康相談・加工品販売・地震体験など 

＜ステージイベント＞ 

◇宍粟観光大使瀬口侑希歌謡ショー 

◇一宮北・一宮南中学校吹奏楽・よさこい 

◇小学生対抗大縄跳び 

◇もち・お菓子まき 

◇はたらくくるま大集合 今年も ARGO（水陸両用車）がやってきます！ 

 

【備 考】 

 ふるさとまつり会場には駐車場はありません。一宮南中学校グラウンド、

はりま一宮小学校グラウンドをご利用ください。会場までシャトルバスを運

行します。スポニックパーク一宮内は南行きの一方通行となります。 

 

参 考 第 41回いちのみやふるさとまつり チラシ 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 

一宮市民局まちづくり推進課 
担当 蒐場 ℡ 0790-72-1000 
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兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 婚活交流会 カモン、スポ女子!!BOY MEAT GIRL 

概 要 

 

宍粟市出会い応縁事業の一環として、婚活交流会を開催します。男女の出会

いの場を設け、晩婚化に歯止めをかけます。 

 

秋の大自然の中で素敵な相手を見つけませんか？ 

簡単なスポーツでお互いの距離を縮め、バーベキューでさらに交流を深めま

しょう。 

今年度第一回目の今回は、男性参加者は宍粟市消防団限定です。 

 

日  時：平成 30年 11月 11日（日） 10：30～15：30 

場  所：スポニックパーク一宮 

募集対象：25歳～45歳の独身男女 

     男性は宍粟市消防団員限定。女性は市内外から参加可能 

参 加 費：3,000円 

定  員：男女 15名ずつ 

     応募多数の場合は抽選 

応募締切：成 30年 11月 1日（木） 

申込方法：NPO法人ひと・まち・あーと 申込フォーム 

 

 

◆社会福祉課（平成 30 年度）では、男性消防団員を対象とした「婚活イベ

ント（11月）」と、一般男性を対象とした「婚活ベント第 2弾（3月）」を実

施予定です。 

参 考 チラシ 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 社会福祉課 担当 松村 優衣 ℡ 0790-63-3067 
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平成 30年（2018年）10月 19日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 タブレット端末を使ったビデオ通話での手話通訳実施中！ 

概 要 

平成 30年 6月よりビデオ通話による手話通訳対応を実施しています。 

 

行政情報などに対する問合せについて、市の設置手話通訳者がビデオ通話

を通じて手話による対応を行うことで、自宅などから問合せ行うことが可能

になりました。 

 

【方法】 ろう者（手話を母語としている聴覚に障がいのある人）が自ら所

有するスマートフォンやタブレットから、無料通話アプリを通じて障害福祉

課へビデオ通話をかけます。 

 障害福祉課に勤務している設置通訳者が応答し、手話通訳により問合せに

対応します。 

 

【対応時間】 平日開庁日の午前 8時 30分から 5時 15分  

【設置箇所・数】 障害福祉課に 1台 

 

【導入に当たって】 宍粟ろうあ協会の会員に呼びかけを行い、ビデオ通話

の操作説明及びデモンストレーションを実施 

 今後も利用希望者には随時、説明を行います。 

 

【導入後の状況】6 月の開始からこれまでに 13 件の問合せがあり、市の行

事に関する問合せが大半を占めています。 

 利用した方からは、「些細なことでもこれまでは設置手話通訳者のいる障

害福祉課まで車で 20 分かけて行っていたが、ビデオ通話が始まり、自宅か

ら問い合わせができるようになり便利になった。」などといったお声をいた

だいています。 

 

【注意事項】 本事業は他市（例：明石市）で実施されている遠隔手話通訳

サービスとは異なるサービスです。 

参 考 ビデオ通話の対応について 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 健康福祉部障害福祉課 担当 平瀬 ℡ 0790-63-3101 
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◆どんなことができますか？

設置手話通訳者が、ビデオ通話により手話通訳で問合せに対応します。

ビデオ通話用のタブレットは障害福祉課（北庁舎）に設置しています。

◆いつでも連絡できますか？

対応時間は、平日午前8時30分から17時15分までです。

◆なぜビデオ通話を始めたのですか？

聞こえる人が市役所に電話で問合せをすることと同様に、ろう者がビデオ通話

を利用して手話で問合せができるように配慮したものです。

◆ビデオ通話をはじめるには何が必要ですか？

タブレット端末又はスマートフォンを準備いただき、ビデオ通話用のアプリ「LINE」

を入手してください。

◆アプリについて

障害福祉課では、無料で通話やチャットができるコミュニケーションアプリ

「LINE」を使用してビデオ通話の対応を行います。アプリについては、利用者の状

況や要望により導入する予定です。（通話等にはインターネット通信料金が発生

します。）

既にアプリをダウンロードされている方は、

こちらのQRコードから障害福祉課のアカウ

ントを登録することが可能です。

設置手話通訳

［QRコード］
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注意事項

・本端末では、電話リレーサービス、遠隔手話通訳サービスに対応することはできません。

・緊急時の連絡について、平日の日中であればビデオ通話で対応可能です。休日・夜間については、こ

れまでと同様に緊急携帯へご連絡ください。

・ビデオ通話は全ての相談を補完するものではありません。大切な相談などについてはこれまでどおり窓

口での対面通訳により対応したいと考えております。

・ビデオ通話には通信料がかかります。利用にはWIFI環境での利用を推奨いたします。

①「LINE」アプリをダウンロードしましょう

まずは「LINE」アプリをインストールし、アプリをタップして起動

します。

新規登録から、電話番号認証や認証番号登録を行うと

LINEを使用することができます。

また、友達追加設定、プロフィール設定、メールアドレス設定

なども行います。画面の表示に従い設定を行ってください。

②友だちリストを確認しよう

アドレス帳に登録されている人の電話番号の中から、LINEを

使用している人が表示されます。

このとき、表示されている名前がアドレス帳とは違う場合が

あるため注意してください。

障害福祉課アカウントの登録は、チラシ表面のQRコードから

登録することができます。

③ビデオ通話をしてみましょう

LINEのビデオ通話機能は、LINEアプリを使用している人同

士であれば、誰とでも通話することができます。

②のの画面で友達の名前をタップすると、右図のような画面

になり、「ビデオ通話」をタップすると呼び出しが開始され、通

話したい相手が「応答」した場合に通話が開始されます。

※機種やOS（基本ソフト）により、操作や表示内容が異なる

場合があります。
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兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 「やってみよう！しーたん手話講座」を製作・放送しています 

概 要 

 

 宍粟市では、平成 28 年３月に『宍粟市みんなの心つなぐ手話言語条例』

を制定しています。 

「手話は言語である」という認識に基づき、市民に手話に触れてもらい、

手話に親しみ興味を持ってもらうための取組の一つとして、同年 12 月から

はマスコットキャラクターを用いた「手話番組」の製作・ケーブルテレビな

どでの放送を行っています。 

 日常会話などでよく使う手話を紹介し、マスコットキャラクターを用いる

ことで子どもたちにも楽しく手話を知ってもらうことを目的とした番組で

す。市職員が演出・出演・撮影まで担当し作成しています。 

 

【内容】  

・あいさつなどの日常でよく使われる言葉をマスコットキャラクターと一緒

に手話で紹介しています。 

・放送時間は 15分程度、1回の放送で紹介する手話は 3～4語程度 

・1か月から 2か月ごとに更新（新しい動画を撮影） 

・製作、撮影は障害福祉課、編集は秘書広報課 

・撮影した動画はしそうチャンネル（ケーブルテレビ）、ホームページや

YouTubeでも公開 

 

 

 

 

 

参 考  

担当者からの 

お願い 

宍粟市内だけでなく、広く取り組みを紹介いただけると幸いです。 

撮影現場などの取材もお受けします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 障害福祉課 担当 平瀬 ℡ 0790-63-3101 

 

13



 

兵庫県宍粟市 

 

14



15



16



平成 30 年（2018 年）10 月 19 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（１０月定例記者懇談会） 

発表項目 第 14回宍粟市美術展 

概 要 

 

 

 「第 14回宍粟市美術展」の入賞者が決定しましたので発表します。 

（別紙一覧表のとおり） 

  

 写真・日本画・洋画・書・工芸の 5部門 

 なお、入賞・入選作品は下記のとおり展示します。 

 展示期間：10月 29日（月）～11月３日（祝） 

       午前９時～午後５時（最終日は午後４時まで）  

 展示会場：宍粟防災センター４階・５階     

 そ の 他：入場無料 

 表 彰 式：11月３日（祝）  午後３時から  

 場 所：宍粟防災センター2階 アースシアター 

 

 応募総数   160 点 

  

参 考 入賞者一覧表（添付のとおり） 

担当者からの 

お願い 
入賞者の新聞掲載をお願いします。 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 教育委員会 

社会教育文化財課 
担当 亀井義彦 ℡ 0790(63)3117 
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賞

姫路市 山根　幸代 宍粟市 山本　亮 宍粟市 志水　あゆみ 宍粟市 三村　洋子 姫路市

赤松　博文 姫路市 土手　初美 宍粟市 宮藤　泰則 宍粟市 野谷　百花 宍粟市 笹井　銀次郎 姫路市

内海　幸子 たつの市 乙度　美喜子 宍粟市 中安　昭次 姫路市 福井　栄華 宍粟市 髙山　直美 神戸市

山本　悦郎 高砂市 森下　眞弓 高砂市 水田　美和子 宍粟市 尾﨑　明子 宍粟市 田中　典子 神戸市

寺田　満 姫路市 小川　洋子 宍粟市 福澤　明美 宍粟市 村上　美香 宍粟市 石井　美弥子 たつの市

黒田　與四男 姫路市 佐野　祐介 宍粟市 村上　寿美枝 姫路市 平山　憲龍 宍粟市 幸福　貴美代 宍粟市

武田　義男 姫路市 金治　宜子 たつの市 猪澤　和弘 たつの市 左山　明日香 宍粟市 坪田　隆男 姫路市

藤井　勝彦 姫路市 粟山　博子 姫路市 中原　和文 宍粟市 矢野　真凜 堺市 高見　恵美子 加西市

岡田　義樹 太子町 東道　弘美 姫路市 西江　美恵子 宍粟市 米沢　真千子 姫路市

清瀬　いちろう 姫路市 山下　悟 宍粟市 大坪　ふさゑ 宍粟市

森　沢美 姫路市

審　査　員
出　品　数 82 24 20 11 23
特別出品数 2 4 8 5 3

計 84 28 28 16 26

総計
160
22
182

山岡　成男 北斗　一守 細川　勝 深瀬　裕之 前﨑　信也

かざり皿

仲間たち

佳　　作

姫路城の夕景 緑光 坑内 黒天目入子鉢

弾ける青春 窓

宍粟市文化振興財団賞
氷のカーテン 天衣 道端のウツギ 曹全碑臨 北斎画集より「梅花に鷹図」

ライオンズクラブ賞
夜空を彩る 晩秋の道 裏通り一景 春の夜の月 秋映

宍粟市商工会長賞
静かーに・目をとじて 映る秋 流れ 福徳長寿 春の韻律

神戸新聞社賞
かいな回し 共生 秋麗 華 秋の雫

宍粟市議会議長賞
瀬戸内の夕陽 ｆｒｉｅｎｄ 歴史の漂う建物 荻 旅の思いで　ニュージーランドにて

宍粟美術協会長賞
威風堂堂 うらしま草 乗鞍の秋 靜 BOSS

宍粟市教育長賞
泣き相撲 コスモス 牛たちのユートピア 漢詩 蒔絵フラワーベース「赤と黒」

宍粟市長賞
静寂 初秋の詩 大樹の下を行く 百人一首十首 喜楽豊穣蒔絵干菓子器

第14回宍粟市美術展入賞者
写真の部 日本画の部 洋画の部 書の部 工芸の部
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平成 30年（2018年）10月 19日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10月定例記者懇談会） 

発表項目 

ひょうご歴史文化フォーラム  

播磨のたたら製鉄研究の新展開 参加者募集！ 

概 要 

 

 宍粟市には、奈良時代の『播磨国風土記』の記述以来、近代にいたるまで、

盛んに製鉄が行われていたことを示す遺跡や、関連する資料がたくさん残

されています。今年度のひょうご歴史文化フォーラムでは、「播磨のたたら

製鉄」の特質を解明するべく、最新の調査成果の発表を行います。 

 

日時：11月４日（日） 13：00～16:30 

会場：山崎文化会館（山崎町鹿沢 88番地１） 

講師：笠井 今日子 さん（西宮市立郷土資料館）ほか 

定員：先着 400名程度 

料金：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 ひょうご歴史文化フォーラム案内チラシ 

担当者からの 

お願い 
講演会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 田路・堀 ℡ 0790-63-3117 

 

 

天児屋鉄山 
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平成 30年（2018年）10月 19日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10月定例記者懇談会） 

発表項目 
ミニ企画展「鉄

まがね

を出
いだ

す」 

～宍粟のたたら製鉄～ 開催のお知らせ 

概 要 

  

『播磨
はりまの

国
くに

風土記
ふ ど き

』宍禾
しさわの

郡
こおり

の条には、「鉄
まがね

を出
いだ

す」という記述があり、奈良時

代の初めには鉄が生産されていたことがわかります。中世以降には、「宍粟

鉄」・「千草鋼
ちくさはがね

」の名のもと、とりわけ日本刀の原料として最高品質を誇った

といわれています。江戸時代になると、高殿
たかどの

を備えた「たたら製鉄」が成立

し、宍粟の北部一帯で盛んに鉄の生産が行われていました。 

 

古代以来の宍粟の産業と文化を支えてきたともいえる鉄づくりの背景に

は、原料の良質な砂鉄の産出と燃料としての木炭を供給する豊富な山林資

源の存在があります。今回の企画展では、製鉄遺跡の調査成果やたたら製

鉄の関連史料の紹介をとおして宍粟の鉄づくりの歴史を振り返ります。 

 

 

期間：平成 30年 10月 29日（月）～11月９日（金）  

９時～17時（平日のみ） 

 

会場：宍粟市役所１階市民ロビー（宍粟市山崎町中広瀬 133番地６） 

 

入場無料 

 

参 考 添付資料：企画展チラシ 

担当者からの 

お願い 
企画展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 田路・堀 ℡ 0790-63-3117 
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会場位置図 

【問合わせ先】 

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 

 

 

月  日（月）～  月 日（金） 

時 間：午前９時～午後 5時（平日のみ） 

場 所：宍粟市役所 1階市民ロビー 

料 金：無 料 

県指定史跡 天児屋
て ん ご や

鉄山
てつざん

跡
あと

（宍粟市千種町西河内） 

10  29 11 ９ 
平成 30年 

平成 30年度ミニ企画展 
 

 

 

宍粟市には、『播磨国風土記』に記された奈良時代ごろから
近代にいたるまで、盛んに製鉄が行われていたことを示す

遺跡や関連する資料がたくさん残されています。今回の展
示では、宍粟のたたらを中心に、近年行われた遺跡の分布

調査や史料調査の成果についてご紹介します。 

はりまのくにふどき 
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平成 30 年（2018 年）10 月 19 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 企画展「本多家時代の山崎」開催のお知らせ 

概 要 

 

延宝（えんぽう）７年（1679）からおよそ 190年にわたり山崎の地を治め

た、山崎本多家に関する企画展を開催します。 

 

 藩主所有の武具・直筆の書画をはじめ、本多家時代の山崎城下町に関する

絵図や記録類をご紹介します。 

 

 

場所：山崎歴史郷土館 

（宍粟市山崎町中広瀬 133番地６ 宍粟市立図書館２階） 

 

期間：平成 30年 11月４日（日）～11月 29日（木） 

   ９時 30分～17時 00分（月曜休館） 

 

事前申し込み不要・入館無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日の丸に鶴の図（初代山崎藩主忠英筆）        馬鎧 

 

参 考 添付資料：企画展チラシ 

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 片山 ℡ 0790-63-3117 
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兵庫県宍粟市 
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大馬印（三串団子） 

（公財）山崎本多藩記念館所蔵 

日の丸に鶴の図 

初代藩主政貞(忠英)直筆 

（公財）山崎本多藩記念館所蔵 

延宝 7年(1679)からおよそ 190年にわたり山

崎の地を治めた、山崎本多家に関する企画展

を開催します。 

藩主所有の武具・直筆の書画をはじめ、本

多家時代の山崎城下町に関する絵図や記録

類をご紹介します。 

平成 30 年度 山崎歴史郷土館秋季企画展 

本多家時代の山崎 

【交通アクセス】 

車 中国自動車道「山崎インター」 

下車、約５分 

バス 神姫バス「山崎」停留所 

下車、徒歩約５分 

※図書館駐車場が満車の場合は、図書 

館北側のもみじ祭り駐車場等、周辺 

駐車場をご利用ください。 

延宝八年山崎惣町中地詰帳 

（山崎町町方文書） 

個人蔵 

○Ｐ  

○Ｐ  
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【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【土・日・祝日休業】 

平成 30 年 

11 月４日（日）～11 月29 日（木） 

■場 所：山崎歴史郷土館（山崎町鹿沢 81、宍粟市立図書館２階） 

     【展示準備のため 11 月１日（木）～11 月３日（土・祝）休館】 

■時 間：午前９時 30 分～午後 5 時（月曜休館）  

■協 力：公益財団法人山崎本多藩記念館（設立 40 周年記念） 

 

  

馬鎧 

(公財)山崎本多藩記念館所蔵 
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平成 30 年（2018 年）10 月 19 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 月定例記者懇談会） 

発表項目 Ｖ神戸サッカー教室 プロの技を学ぼう 

概 要 

 

Ｊリーグ１部 

ヴィッセル神戸のスクールコーチによるサッカー教室を開催します。 

 

日時：平成３０年１０月２１日（日）午前９時３０分～ 

場所：生涯学習センター「学遊館」 宍粟市山崎町東下野１８番地 

対象：市内少年サッカーチーム所属の児童 約９０名 

 

 

【サッカー教室を開催することによる子どもたちへの効果】 

◇青少年のスポーツ振興や技術の向上が図れる。 

◇サッカーを通じて、心身ともに健全な子どもを育てる。 

◇サッカーをはじめ、体を動かすことの楽しさを伝えるとともに、 

  スポーツを継続する動機付けができる。 

◇努力の大切さや仲間を思いやる気持ち、時間厳守や挨拶など、 

  学校生活に必要な心構えを、指導を通して育むことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 
当市は、2013年に兵庫県及び兵庫県内全 41自治体が加入することになった「ヴィッセル神
戸を応援する首長の会」（会長神戸市長）に当初より加盟しており、ヴィッセル神戸を応援
しています。 

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 石垣 ℡ 0790-63-3210 

 

前回の少年少女サッカー教室（平成 26年度） 
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兵庫県宍粟市 
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平成 30 年（2018 年）10 月 19 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（10 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 10 月ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄ 

「うまい新米フェア」 

概 要 

 

宍粟のお米について学べる特設ブース設置や、提供するすべての飲食メニューに

使用するお米を新米にするなど、宍粟の新米を楽しみつくせるイベントです。 

 

〇開催日時 平成 30年 10月 26日（金） 10:00～18:00 

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） 

 

〇内容 

【宍粟とお米のはなし】 

宍粟市とお米のつながり・日本酒発祥のエピソードを掲示・PR 

【お米のはなし】 

きてーな宍粟に出荷のある品種ごとにお米のいわれや特徴などを紹介した新米

ブースを特設 

【新米食べ比べ】 

きてーな宍粟で販売しているおむすびを提供する際に、生産者の名前と品種、生

産された地域などを書いた POPをつけて提供。新米ごとの食べ比べをしてもらい、

好みのお米を見つけてもらう。 

【新米おむすび】 

きてーな宍粟で販売するすべての飲食メニューに使用するお米は新米とする。 

【日本酒をたのしむ】 

日本酒 2種とおつまみをセットにした日本酒を楽しむセットを 10月 26日限定で

販売 ＜価格：￥500（税込）＞ 

提供内容（例） 

・日本酒（山陽盃酒造・老松酒造） 

・日本酒に合うおつまみ（糀野菜味噌、三尺きゅうりの粕漬など） 

 ・日本酒発祥の地宍粟パンフレット 

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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ふるさと宍粟 PR 館 きてーな宍粟 

10 月プレミアムフライデーイベント 

 

① 日時 

・平成 30 年 10 月 26 日（金）終日 

 

② 場所 

・ふるさと宍粟 PR 館 きてーな宍粟店内 

 

③ 内容 

【うまい新米フェア】 

・宍粟とお米のはなし 

 宍粟市とお米のつながり・日本酒発祥のエピソードを掲示・PR 

 

・お米のはなし 

 きてーな宍粟に出荷のある品種ごとにお米のいわれや特徴などを紹介した新米ブース

を特設 

 

・新米食べ比べ 

 きてーな宍粟で販売しているおむすびを提供する際に、生産者の名前と品種、生産され

た地域などを書いた POP をつけて提供。新米ごとの食べ比べをしてもらい、好みのお米

を見つけてもらう。 

 

・新米おむすび 

 きてーな宍粟で販売するすべての飲食メニューに使用するお米は新米とする。 

 

・日本酒をたのしむ 

 日本酒 2 種とおつまみをセットにした日本酒を楽しむセットを 10 月 26 日限定で販売 

提供形式（例） 

内容：日本酒（山陽盃酒造・老松酒造） 

   日本酒に合うおつまみ 

（糀野菜味噌、三尺きゅうりの粕漬など） 

   日本酒発祥の地宍粟パンフレット 

 

問合せ先 

ふるさと宍粟 PR 館 きてーな宍粟 

 TEL：079-287-3123 
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