
平成 30 年（2018 年）10 月 19 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （10 月定例記者懇談会） 

 

発表機関 

（問合わせ先） 
県立千種高等学校 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 教頭 吉田宏之 ℡ 0790-76-2033 

発表項目 第 10 回 千種町園小中高合同「ふれあい文化祭」 

概 要 

 

 

 

園児、児童、中学・高校生徒による合同文化祭をとおして、子どもたちの

異年齢間交流を深めるとともに連携意識を高め、園小中高連携の素晴らしさ

を保護者、地域住民等に理解してもらい、情報発信及び啓発の機会とします。 

 

 

【日時】 平成３０年１１月４日（日）８時４５分開演 

 

【会場】 千種小学校体育館 

 

【参加園児・児童・生徒の数】 

・ちくさ杉の子こども園 ３５名 

・千種小学校      ８９名 

・千種中学校      ５４名 

・千種高等学校    １０５名     合計２８３名  

 

参 考 プログラムを添付します。 

担当者からの 

お願い 
事前告知、当日の取材、報道等、どうぞよろしくお願いいたします。 
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兵庫県宍粟市 
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行事等名所 日時 開催場所 内容 お問合せ先 

 

 

 

第 4１回 

いちのみやふるさとまつり 

11 月 3 日（土・祝） 

10 時～15 時 

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・

一宮北中学校・一宮南中学校の吹奏楽演奏・宍粟観光大使

瀬口侑希による歌謡ショーなどがあります。 

またゴム長靴を飛ばす G1 グランプリや働く車の展示、Ａ

ＲＧＯの体験試乗もあります。 

はりま一宮小学校にて「いちのみや美術作品展」同時開催 

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】 

１１/14～11/25 

本多公園 

住所：山崎町鹿沢 

（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。 

  

【イベント内容】 

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） 

平成 30 年度 11 月 12 月 宍粟市イベント情報 
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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） 

今年は第３０回を記念して盛大に行われます。 

 

【第３０回伊沢の里ふれあい文化祭】 

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宍粟市吹奏楽団の演

奏や和太鼓、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。 

【ゲートボール大会】11 月 4 日(日) 

【マラソン大会】11 月 11 日(日) 

【作品の展示会】も開催予定 

※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 

 

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 

 

第４回 

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・宮山（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 
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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。 

 

【プログラム】（予定） 

・繁盛米食べ比べ 

・みんなのマルシェ 

・新米＆桑の葉茶の直売 

・もってけコーナー（不用品交換会） 

 

※入場無料 

繁盛地区まちづくり協議会 

℡：0790-74-0383 

(米田) 

 

 

第２回はが軽トラ市 

11 月 11 日(日) 

9 時～14 時 

上野商店街 

（波賀町上野） 

【売り切れ御免 上野商店街で秋づくし】 

 

新米、自然薯、りんご、地元野菜。木工クラフト、手作り

アクセサリー等の販売あり  

 

〇お楽しみ餅なげ 午後２時～ 

〇往時懐かし 波賀写真展 同時開催！ 

しそう森林王国観光協会 

℡：0790-64-0923 

 

 

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

ースも設けます。 

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 

 

自然薯まつり 

12 月 1 日（土） 

2 日（日） 

9 時～16 時（予定） 

道の駅みなみ波賀 

波賀町安賀 8-1） 

宍粟市波賀町産の自然薯を特価で販売。 

自然薯の最もおいしい時期に是非味わって下さい。 

餅つき大会もあります。 

 

道の駅みなみ波賀 

℡：0790-75-3999 
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【スキー場オープン】 

ばんしゅう戸倉 

スノーパーク 

12 月下旬～3 月上

旬 

※天然雪のみ 

積雪状況による 

ばんしゅう戸倉 

スノーパーク 

（波賀町戸倉 207） 

国道 29 号線沿いにあるアクセス抜群なスキー場。 

独立したゲレンデボトムには雪遊びゲレンデとスキー・ス

ノーボードデビューには最適な緩斜面。上級者には最大斜

度 38 度のすり鉢状の地形もあります。ファミリーから基

礎スキーの練習までコンパクトにまとまったスキー場で

す。初心者から上級者まで満足いただけるアイテムを積雪

量に応じて準備しております。 

ばんしゅう戸倉 

スノーパーク  

℡：0790-73-0324 

【スキー場オープン】 

ちくさ高原スキー場 

12 月 8 日（土） 

（予定） 

※積雪状況による 

ちくさ高原スキー場 

（千種町西河内 

1047-218） 

変化に富んだ魅力的な 5 つのコースでスキー・スノーボー

ドが楽しめるスキー場。カクテルナイターは 23 時まで営

業中。お子様も楽しんで頂けるキッズパークもあります。 

ちくさ高原スキー場 

℡：0790-76-3555 

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 

【11 月】11/３（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） 

 

【12 月】12/1（土）ビニール袋で凧（たこ）を作ろう 12/2（日）クリスマスリースづくり 12/2（日）森のジビエ料理(クリスマスバージョン) 

12/8（土）森の窯焼きパンづくり 12/9（日）森のこんにゃくづくり 12/15（土）森のそば打ち体験 12/23（日）ブッシュ・ド・ノエルを作ろう 

12/24（月・祝）年末餅つき大会(雨天決行) 

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 

（受付け：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 ヶ月にわたりたわわに実ったりんごたちが園内を真赤

に染め上げます。りんごの種類は初秋は「つがる」から晩秋は「ふじ」ま

で 6 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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旬の食材 

 

 

 

自然薯 

(再掲) 

通年味わえます 

（初物自然薯は 10 月下旬か

ら） 

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、「フォレストステーション波賀」では自然薯笹うど

んが味わえます。 

また冬季限定の鍋料理メニューとしては「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。 

 

※詳細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） 

(再掲) 

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 

 

 

 

 

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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～しそう秋物語～もみじ祭り 

 

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、たたら製鉄体験、国見の森公園の出張ワークショップ、

森の図書館、ちくさ俳句コンテスト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 1804） 

「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、とれたて野菜の直売なども開催

予定。 

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～15 時 

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にて、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・りんご

ジュース早飲み競争やりんごの重さ当てクイズなど、食のコー

ナーでは、やきそば・おでんポテトフライなどもあります。 

【紅葉のライトアップ】１０月～２０日～１１月１１日 

【１１月１日～４日】4 日間にわたりとれたてりんごの直売開

催予定(４日メインイベント) 

※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 

(臨時駐車場使用期間 

11/10～12/2) 

「日本紅葉の名所 100 選」に選ばれた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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お知らせ 

SHISO TOURISM PHOTO AWARD 2018 「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> 🔶人と暮らし部門～（例：季節のイベント、祭り、文化、芸能、工芸、酒蔵など） 

🔶自然風景部門（例：宍粟市内の景勝地で滝、渓谷、紅葉、桜など）※人物が写っていないもの 

🔶宍粟 50 名山部門（例：氷ノ山、三室山、後山など）※宍粟別選 5 名山（岡ノ山三山、十年など）を含む 

<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 31 年 2 月 28 日（木）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 2018」係 

         ℡：0790-64-0923 FAX：0790-64-5011 E-Mail：info@shiso.or.jp HP：http://www.shiso.or.jp 
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■ 発表項目 

① 紅葉シーズン到来！「しそう秋物語」市内各地でもみじ祭りを開催 

② 「もてなすシソウ 2018 in 神戸」開催 

③ がんばっとうで 宍粟 スタンプラリー 

 

■ 概要 

① 紅葉シーズン到来！「しそう秋物語」市内各地でもみじ祭りを開催 

（千種町） 

・ちくさもみじ祭り 

 日時：11 月 3 日（土・祝）10 時～15 時 

 場所：ちくさ高原キャンプ場周辺 

 内容：たたら製鉄体験や俳句コンテスト、宍粟の移動図書館「ささゆり号」がやってく

る森の図書館など、文化の日に紅葉の下で勉学の秋を楽しめます。しそう女子カ

メラ部員との紅葉撮り歩きツアーや、地域おこし協力隊と楽しむバードウォッチ

ング初級編を開催します。 

 

 

（一宮町） 

・福知渓谷もみじ祭り 

 日時：11 月 11 日（日）10 時～14 時 

 場所：福知渓谷デイキャンプ場ドーム周辺 

 内容：「関西の風景 100 選」「ひょうご風景 100 選」にも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散策し

ながら秋の深まりを楽しんでいただけ

ます。地場野菜やキノコなどの地物の直

売イベントもあります。 

 

 

 

 

 ＜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 10月 19日 

報道関係者各位 
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■ 発表項目 

①紅葉シーズン到来！「しそう秋物語」市内各地でもみじ祭りを開催 

②「もてなすシソウ 2018 in 神戸」開催 

③がんばっとうで 宍粟 スタンプラリー 

 

■ 概要 

① 紅葉シーズン到来！「しそう秋物語」市内各地でもみじ祭りを開催！ 

（波賀町） 

・原不動滝元祖もみじ＆りんご祭り 

 日時：11 月４日（日）10 時～15 時 

 場所：原観光りんご園・楓香荘 

 内容：りんご狩りを楽しめる原観光りんご園と、日本の滝

100 選にも選ばれ紅葉が美しい原不動滝で開催され

ます。りんごジュース早飲み競争、りんごの皮むき競

争、重さ当てクイズのほか、餅つきも行います。10 月

20 日（土）～11 月 11 日（日）はライトアップも行

います。 

 

（山崎町） 

・最上山もみじ祭り 

 日時：11 月 17 日（土）～25 日（日）10 時～16 時 

 場所：最上山公園もみじ山、山崎商店街、山崎文化会館（日本酒・グルメ） 

 内容：真っ赤に染まるもみじ山で、今年も盛大に「おもてなし」をいたします。「もてな

すシソウ」をはじめ、「ハイカラ通りフェスタ」

や「よいまち市」、「ワンコインフェスタ＆スタ

ンプラリー」など、イベントが目白押し。さら

に今年は西播磨地域では初めての「兵庫ご当

地グルメフェスティバル」や「日本酒のふるさ

と祭り」を同時開催！もみじ山周辺だけでな

く、酒蔵通りや町屋の残る城下町のまち歩き

をお楽しみください。 

 ＜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 10月 19日 

報道関係者各位 

46



■ 発表項目 

①紅葉シーズン到来！「しそう秋物語」市内各地でもみじ祭りを開催 

②「もてなすシソウ 2018 in 神戸」開催 

③がんばっとうで 宍粟 スタンプラリー 

 

■ 概要 

② 「もてなすシソウ 2018 in 神戸」開催 

 

日時：10 月 20 日（土）10 時～16 時 

場所：神戸ワイナリー農業公園・中央広場 

内容：宍粟市の PR イベントを神戸ワイナリー農業公園で開催します。人気の宍粟牛バー

ガーや地元野菜、揚げかきもちなどの特産品をはじめとしたグルメ・販売コーナー。

ご家族で楽しめる鮎のつかみ取りや丸太切り大会も開催。そのほか、オカリナの聖

地宍粟より観光大使の「茨木智博（いばらきともひろ）」氏のオカリナコンサート

と宍粟市出身のシンガーソングライター「叶笑（かなえ）」さんによるライブコン

サートを行います。オカリナの音色や素敵な歌声に酔いしれながら、宍粟への旅行

気分を味わっていただきます。 

 

③ がんばっとうで 宍粟 スタンプラリー 

期間：11 月 1 日～11 月 30 日 

内容：市内のスタンプスポットで飲食、お買い物または入浴でスタンプをゲット！ 

   各エリアから 1 施設以上のスタンプと期間中に実施されるイベントに参加しスタ

ンプゲットで、素敵な商品プレゼントキャンペーンにご応募いただけます。 

 

（山崎エリア）伊沢の里、土万ふれあいの館 

（一宮エリア）道の駅播磨いちのみや、まほろばの湯 

（波賀エリア）道の駅はが、道の駅みなみ波賀、楓香荘（楓湯） 

（千種エリア）道の駅ちくさ、エーガイヤ温泉 

 

・イベントスポット 

11/3 ちくさもみじ祭り 11/4 原不動滝元祖もみじ＆りんご祭り 

11/11 福知渓谷もみじ祭り 11/17～11/25 最上山もみじ祭り 

 ＜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 10月 19日 

報道関係者各位 
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⽇時 

場所 

2018.11.3 10∼15時 

ちくさ⾼原 

  キャンプ場周辺 

  ※⼊場無料

ちくさもみじまつり
しそう秋物語
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芸術と文化を彩るイベントが満載！

森の図書館
宍粟の移動図書館、ささゆり号が�

ちくさもみじまつりにやってくる！�

親⼦向けの絵本読み聞かせも⾏います�

紅葉の下、ハンモックで読書の秋を満喫して�

ください！

たたら製鉄体験

かつて千種町で操業された『たたら製鉄』を再現�

多くの名⼑を⽣み出した�

「鉄のふるさとちくさ」を体験�

勉学の秋を楽しんで�

国⾒の森公園�

出張ワークショップ
国⾒の森公園の⼈気プログラムが�

ちくさ⾼原にやってくる！�

秋の思い出に世界にひとつの⽊⼯を作ろう�

しそう⼥⼦カメラ部

ちくさ俳句コンテスト

もてなすシソウinちくさ

主催：千種まちづくり推進委員会 ☎0790-71-0230 
共催：地域おこし協⼒隊·しそう森林王国観光協会☎0790-64-0923 

後援：宍粟市 

「千種」をテーマに当⽇募集！⽂化の⽇に�

特別な⼀句を。投句箱は会場に設置します。�

⼦供さんも⼤歓迎！�

投句募集は15時まで�

優秀作品には、表彰状と特産品を贈呈

森林⼥王が�

 やってくる！

＃しそう秋物語

中国⾃動⾞道 ⼭崎ICから⾞で55分 
佐⽤ICから⾞で55分 

⿃取⾃動道 西粟倉ICから⾞で25分 
 

お気を付けてお越しください。 
⼀同お待ちしております！

Instagramに 
投稿しよう！

※⼀部有料のプログラムがございます。 
※天候によってプログラムの変更がございます。

ちくさ⾼原キャンプ場で森林⼥王と�

もみじの記念植樹しませんか？�

�

⿃の写真を撮ってみよう

バードウォッチング初級編。�

午前中もみじを⾒たあと午後からはカメラで野⿃を�

撮りに⾏きませんか？�

カメラをお持ちでない⽅ももちろん⼤歓迎です！�

⼀緒にバードウォッチングを楽しみましょう

宍粟の魅⼒を撮影し、カメラを通して地域を�

元気にするため活動中！�

⼥⼦カメラ部員と⼀緒に宍粟の紅葉を�

撮り歩いてみませんか？

⾷欲の秋、宍粟の美⾷があなたをお出迎え！�

しそうし巻き・巻きずし・⾖腐ドーナツ・パン・�

千種⽺羹・お抹茶・暖かい汁物・コーヒーや

宍粟市波賀町産のりんごジュースなど多数販売し

ております。�
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