
 

 

    平成 30 年 11 月宍粟市定例記者懇談会 
 

 

日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）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）若者向け定住促進パンフレット「えんちゃう宍粟」を作成          …1 

（２）「第 4 回ビジネスサポート・グルメフェア」を開催             …11 

（３）「若者フォーラム in 宍粟」を開催                     …15 

（４）「S1 グランプリ表彰式＆ナジャ・グランディーバさんトークショー」を開催  …19 

（５）12 月 4～10 日は「人権週間」 人権講演会・映画会を開催         …21 

  （６）介護サービス（小規模多機能型居宅介護）運営事業者を募集         …23 

（７）「第 8 回宍粟市地域医療講演会」を開催                  …25 

（８）「エコ eco クッキング～食から始めるエコ生活～」開催           …27 

（９）NHK 公開収録「リサイタル・ノヴァ」を開催               …29 

 （10）第 82 回宍粟市議会定例会の日程                    …31 

 （11）「第 2 回ふるさと宍粟ＰＲ館きてーな宍粟もちまつり」開催         …33 

 

４ 各種イベント情報等 

  ●（県立山崎高等学校）12/14 総合防災訓練を実施              …35 

             11/29高校生レストランを開催            …39 

  ●（県立伊和高等学校）11/23「総合的な学習の時間」発表会兼オープンスクール…41 

  ●（県立千種高等学校）12/18 第 1 回ちくさ園小中高合同マラソン大会を開催 …43 

  ●（県立山の学校）12/9「いかして山学フォーラム」を開催          …45 

 

   ◆12 月～１月の主なイベント情報等                     …47 

・12/9 宍粟市吹奏楽団 第 5 回しそうファミリーコンサート in はが 

 

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

  

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 12 月 17 日(月) 午後 2 時～ 

場 所 宍粟市役所３階 庁議室（予定） 

 



 

兵庫県宍粟市 

 



平成 30年（2018年）11月 16日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 

若者向け定住促進パンフレット 

えんちゃう宍粟 ― Shiso Life Support Guide Book ― 

概 要 

 

この度、宍粟市、宍粟市商工会及び西兵庫信用金庫の 3者連携事業として、

若者向け定住促進パンフレット「えんちゃう宍粟 ― Shiso Life Support 

Guide Book ―」を作成しました。 

 

１ 趣旨・目的 

主にこれから進路選択を行う市内の高校生等に向けて、「働くこと」「暮ら

すこと」「お金のこと」という 3 つの視点から、市内で生活しロールモデル

となる先輩の様子や、経済面での将来的なシミュレーションを示し、「地域

で生きて行くこと」について考えてもらうためのきっかづくりに資する。 

 

２ 今後の活用予定 

 12 月 13 日(木)に開催予定の「しそうビジネスサポート」において招待

する市内の高校生等に事前配布すると共に、当日はホールにおいて内容

の説明(プレゼンテーション)を実施。 

 高等学校と連携し、キャリア教育の一環としての活用を検討。 

 

３ パンフレットの概要 

 A4 カラー刷り 8ページ(表紙、裏表紙を含む) 

参 考 えんちゃう宍粟 ― Shiso Life Support Guide Book ― 

担当者からの 

お願い 
幅広い周知にご協力をお願いします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 ひと・はたらく課 担当 原 弘幸 ℡ 070-63-3166 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 第４回ビジネスサポート・グルメフェアを開催します。 

概 要 

 

 「地域を支えたい」という市内外の企業 37社が、一堂に集結し、最新の技術や製品、

商品、サービスなどの情報を発信します。B to B の交流を促進し、新たな製品の開発

などビジネスマッチングによって産業振興を図ることや市民に市内企業を知ってもら

うことを目的としています。 

 また、今回は、市内の高校生を招待して地域の企業の優れた技術やサービスを知って

いただき、進路の参考にしてもらうなど初めての試みも行います。 

 さらに、一般の方でも来場しやすいように同時にグルメフェアを開催します。 

 

●内容 

 ビジネスサポート 

 ① 市内または、近隣市町の企業 37 社が最新の技術や製品、商品、サービスなど

の情報を発信  

  ② バイヤーを招き個別商談会の開催 

  ③ 経営相談会の開催 

  ④ スタンプラリーを行い豪華商品プレゼント 

  ⑤ 出展企業による物販 

  ⑥ ステージでの企業プレゼンテーション（主に高校生向けに） 

 

 グルメフェア 

① 市内業者による自慢のグルメを販売 

 

● 開催日時 

 平成 30年 12月 13日（木） 10時～16時まで 

 

●その他 

 主催 しそうビジネスサポート実行委員会（宍粟市、宍粟市商工会、西兵庫信用金庫） 

後援 経済産業省近畿経産業局、日本政策金融公庫姫路支店 等 

参 考 第４回ビジネスサポートチラシ 

担当者からの 

お願い 
幅広い方に周知したいので、ご協力お願いいたします。 

担当課 

（問合わせ先） 

所属 産業部 

 ひと・はたらく課 
担当 原・福本 ℡ 0790-63-3166 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 

『若者フォーラム in宍粟』１月６日に開催 

・東ちづるさんが、誰も排除しない「まぜこぜの社会」について講演。その後、市民発

表者とのスペシャルトーク 

概 要 

 3 回目となる若者フォーラムは、これまでは、著名人の講演、市民の発表と部内構成

にしていた昨年度までとは異なり、部内構成とはせずに、東ちづるさんと市民発表者と

で、スペシャルトークをおこないます。 

多様化する現代社会の中で、若者たちの夢や生き方、価値観、考え方を「同じ世代だ

から共感できること」「子育ても終え、経験を積んできたからこそ感じること」など、

さまざまな立場でこれからの宍粟の未来について、市民のみなさんと一緒に考えてみた

いと企画しました。 

【イベント名】若者フォーラム in宍粟 

【テーマ】私のことは私にきいて～「知る」ことからはじめてみませんか～ 

【日時】平成 31年１月６日（日）午後１時 20分開演 午後 4時 00分終演予定 

    （開場は午後 12時 20分を予定） 

【内容】基調講演 演題 誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざして 

         講師 東 ちづるさん（女優、一般社団法人 Get in touch理事長） 

         スペシャルトーク 

         市民発表者 須藤 真理子さん 

               枦段 健さん 

【場所】山崎文化会館ホール（宍粟市山崎町鹿沢 88－１） 

【定員】600人（入場無料・要申込） 

【申込方法】チラシ裏面の申込書に必要事項（１枚につき１人）を記入のうえ、FAX若

しくは郵送又は直接、事務局まで持参。QRコードからも申込み可能。 

【申込期間】平成 30年 11月 15日（木）～平成 30年 12月 10日（月） 

【申込・問合せ先】宍粟市山崎町鹿沢 65－３（宍粟防災センター２階） 

事務局：宍粟市まちづくり推進部人権推進課 

TEL：0790－63－0840 FAX：0790－63－0841 

受付時間：午前８時 30分～午後５時 15分 

（土曜、日曜、祝日及び年末年始は除く） 

参 考 別添「若者フォーラム in宍粟」チラシ 

担当者からの 

お願い 
先方からの掲載許可はいただいております。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 人権推進課 担当 山内・石原 ℡ 0790-63-0840 
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平成 30年（2018年）11月 16日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 

S1グランプリ表彰式＆ 

ナジャ・グランディーバさんトークショー 

概 要 

   

 今年度募集した「いのち」から連想される動画・絵画・工作・作文の応募

作品入賞者の表彰式を行います。 

 プレゼンターにタレントのナジャ・グランディーバさんをお招きし、表彰

式後には前田良さんとのトークショーを行います。 

 Ｓ１グランプリを通じて、いのちの大切さ、多様な生き方を認め、一人ひ

とりが大切にされる社会の実現をめざします。 

 

●日時 12月 2日（日曜日）13時 30分～ 

●場所 宍粟防災センター5階ホール 

※当日受付（先着順） 

●主催 Ｓ１グランプリ 2018 実行委員会 

 

参 考 

○入場は無料で、どなたでも参加できます。 

○宍粟市民大学対象講座 

〇別紙 

S1グランプリ表彰式＆ナジャ・グランディーバさんトークショーチラシ 

担当者からの 

お願い 
イベント情報、行事案内で結構なので、ぜひ掲載をお願いいたします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 人権推進課 担当 石原 ℡ 0790-63-0840 
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平成 30年（2018年）11月 16日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 

12月４日～10日は、第 70回「人権週間」です。 

 人権講演会・人権映画会を開催します！ 

概 要 

毎年 12 月 10 日は世界人権の日と定められています。日本では、その日を最終日と

する１週間を人権週間と定め啓発活動を行っています。宍粟市でも人権を尊重し、人を

思いやる心の普及や高揚をめざし、講演会やコンサート、映画会を行います。 

   

参 考 
○入場は無料で、どなたでも参加できます。 

○宍粟市民大学対象講座 

担当者からの 

お願い 
イベント情報、行事案内で結構なので、ぜひ掲載をお願いいたします。 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 人権推進課 担当 山内 ℡ 0790-63-0840 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 介護サービス（小規模多機能型居宅介護）運営事業者を募集 

概 要 

 

第７期宍粟市介護保険事業計画に基づき、平成 30年度から平成 32年度

の間に、「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を組み合わせて提供できる

「小規模多機能型居宅介護」サービスの事業所を３か所整備します。 

このサービスを整備すると、入所待機者や老老介護世帯などは、より柔

軟にサービスを利用しやすくなり、介護負担の軽減や在宅介護の支援につ

なげることができます。 

 このたび、同サービスの事業所を開設・運営する事業者を下記のとおり

募集します。 

 

１．募集期間  

平成 30年 11月 16日（金）から平成 31年１月 15日（火） 

 

２．募集圏域等 

 区分 募集圏域 募集数 形態 

平成30年度 

再募集 
千種圏域 １事業者 

登録定員29名まで  

（通所18名、宿泊９名まで） 

平成31年度 

募集 
一宮圏域 １事業者 

登録定員29名まで  

（通所18名、宿泊９名まで） 

 

３．開設時期  

平成 32年（2020年）４月１日まで。 

※４月１日までに介護保険法に基づく事業所指定を受け、事業所を 

開設することを募集要件としています。 

 

４．募集要項 

 11月 16日（金）から配布します。  

参 考  

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
健康福祉部介護福祉課 担当：小椋 ℡ 0790-63-3160 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表   

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（１１月定例記者懇談会） 

発表項目 第８回宍粟市地域医療講演会を開催します  

概 要 

  

2025年問題（団塊の世代のすべてが 75歳以上となる）を見据えて、病院

の機能や病床数を見直し、在宅医療を推進するための制度改革が進んでいま

す。 

そのような中、広く一般市民へ地域医療の現状や必要性の周知を図り、今

後のあり方を考える目的で、地域医療講演会を開催いたします。 

  

  

日 時：12月１日（土）午後１時 30分～午後３時 

             受付：午後１時 00分～ 

 

会 場：宍粟防災センター ５階 

 

講 師：公立宍粟総合病院 

    院長 佐竹信祐 先生 

 

演 題：地域における公立宍粟総合病院の役割 

 

入 場：無料 

 

主 催：しそうの地域医療をサポートする会・宍粟市 

 

  

この講演会は、宍粟市の地域医療を市民の立場で考え、その充実のために

様々な市民活動を行っている『しそうの地域医療をサポートする会』と共催

しています。会では、活動に賛同してくださる会員を募集しています。 

参 考 添付資料：講演会チラシ 

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 健康福祉部 担当 大谷 ℡ 0790-62-1000 
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第８回宍粟市地域医療講演会のご案内 
 

2025 年問題（団塊の世代のすべてが 75 歳以上となる）を見据えて、病院の機能や病

床数を見直し、在宅医療を推進するための制度改革が進んでいます。 

そのような中、宍粟市としそうの地域医療をサポートする会の共催で、地域医療につ

いての講演会を開催します。地域医療について市民と行政の役割をともに考えましょう。 

 

と き：平成 30 年 12 月 1 日 土曜日 

      午後 1 時 30 分から 3 時 00 分まで 

（受付：午後 1 時～） 

ところ：宍粟防災センター 

       宍粟市山崎町鹿沢 65-3  

電話：0790-63-2000 

講 師：公立宍粟総合病院 

院長 佐竹 信祐 先生 

演 題：「地域における公立宍粟総合病院の役割」 

                

※入場無料 ※事前申し込み不要 ※手話通訳・要約筆記サービスあり 

 

 

 

  

 

 

 

                                                     

＜お問い合わせ＞ 宍粟市健康福祉部保健福祉課  電話：0790-62-1000（当日:63-3000） 

             FAX：0790-63-6354 

 

主催：宍粟市・しそうの地域医療をサポートする会 

 

＜しそうの地域医療をサポートする会＞＜しそうの地域医療をサポートする会＞＜しそうの地域医療をサポートする会＞＜しそうの地域医療をサポートする会＞    

「しそうの地域医療をサポートする会」は、平成 22 年 4 月に発足し、会員は現在 493 名。主な活動は、

病院周囲の美化活動、公立宍粟総合病院に着任された医師や研修医へ着任の感謝と期待の気持ちを込めた花束

の贈呈、患者や家族からの「ありがとうメッセージ」の伝達、認定看護師による「ミニ講演会」、そして毎年

宍粟市と共催で宍粟市民の医療について考える「地域医療講演会」を開催しています。 
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平成 30年（2018年）11月 16日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 

今年からの新たにスタート！ 

エコ ecoクッキング～食から始めるエコ生活～ 

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』のスローガンに食育活動を進めてきました。 

次期計画を策定するにあたり、「健康や食に関する意識調査」を行った結

果、『食べ残しや食品の廃棄に関して「もったいない」と感じている人』は

9 割ですが、『「作り過ぎ」「買いすぎ」を心がけている人』は７割程度とい

う結果が出ています。 

また、近年は省エネを推進するライフスタイルの普及が求められているた

め、宍粟市も食育の視点から「資源や環境に配慮したライフスタイルの知

識・行動する力を身につけていく」ことが重要です。 

この事業を通し、環境に配慮した食の広がりを推進する教室として開催し

ます。 

 

 

日時：平成 30年 11月 29日（木曜日） 

   10：00～13：00（受付は 9：30～） 

 

場所：宍粟市役所 北庁舎２階 健康指導室 

 

講座内容： 

 お話・実演：しそうエコの実さん  

 ○宍粟市のエコ活動についての紹介 

 ○お料理をエコに楽しむ秘密道具「鍋ぼうし」の紹介 

  

調理実習： 

 エコ体験クッキング・「鍋ぼうし」を利用した保温調理 

 

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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11/29 木
宍粟市役所北庁舎２階　健康指導室

午前10時～午後1
時

2018

主催／保健福祉課　　　協力／　環境課　

申し込み・問い合わせ

保健福祉課

波賀保健福祉課

６２－１０００

７５－８８００

一宮保健福祉課

申し込み期間／10月22日（月）～11月16日（金）

千種保健福祉課

７２－２１００

７６－８６００

定　 員/　　　20名　　　※定員になり次第、募集を終了します。
参加費/　　500円

～
食
か
ら
始
め
る

エ
コ
生
活
～

ecoを意識すると・・・

毎日の食が変わる！

生活も変わる！

しそうエコの実

代表：中津八重子さん

エコカッコイイ!!
風呂敷を結ぶだけ!

自由自在にバックに変身!!

「鍋ぼうし」って、とってもエコ!!

お料理をエコに楽しむ秘密の道具！

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！
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 「リサイタル・ノヴァ」公開収録を実施します。 

概 要 

 

ＮＨＫ神戸放送局と宍粟市では、「リサイタル・ノヴァ」の公開収録を実

施します。 

この番組は、関西ゆかりの若手演奏家を招き、司会者によるインタビュー

も交えながら、クラシックの名曲をお聴きいただく番組です。 

 司会：金子三勇士（かねこ・みゆじ、ピアニスト） 

 出演：木管アンサンブルはなり、上原琢矢＜ピアノ＞ 

参 考 詳細は次ページ資料をご覧ください。 

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・上月 ℡ 0790-63-3115 

 

 

木管アンサンブルはなり 
 

上原琢矢 
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報道資料                                ２０１８年１１月１５日解禁 
ＮＨＫ神戸放送局 

「リサイタル・ノヴァ」公開収録の実施について 

ＮＨＫ神戸放送局と宍粟市では、「リサイタル・ノヴァ」の公開収録を実施します。この番組は、関西ゆかりの若
手演奏家を招き、司会者によるインタビューも交えながら、クラシックの名曲をお聴きいただく番組です。 
観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。 

１．名   称  「リサイタル・ノヴァ」公開収録 
 
２．主   催  ＮＨＫ神戸放送局、宍粟市 
 
３．日   時  ２０１９年２月９日（土） 
         開場／午後２時１５分  開演／午後３時  終演予定／午後５時３０分 
 
４．会   場   山崎文化会館（宍粟市山崎町鹿沢８８－１） 

【アクセス】ＪＲ山陽本線・山陽電車の姫路駅で下車。ＪＲ姫路駅の北側より神姫バス・林田経
由山崎行きへ乗車し、山崎で下車（所要時間約１時間）。徒歩約５分。 

 
５．出演・曲目  木管アンサンブルはなり          

下野 依子＜フルート＞、上品 綾香＜オーボエ＞ 
山本 梓＜クラリネット＞、市川 未来＜ピアノ＞ 

「愛唱歌メドレー」から「愛燦燦」「ふるさと」（小椋佳／岡野貞一作曲 帯刀菜美編曲）ほか 
                   
         上原

かんばら

琢
たく

矢
や

＜ピアノ＞ 
「シャコンヌ」（バッハ作曲 ブゾーニ編曲）ほか 

 
６．司   会  金子三勇士（かねこ・みゆじ、ピアニスト） 
 
７．観 覧 申 込  観覧は無料ですが、入場整理券が必要です。 
         郵便往復はがき（私製を除く）の、 
         往信用裏面に（１）郵便番号、（２）住所、（３）名前、（４）電話番号 
         返信用表面に（１）郵便番号、（２）住所、（３）名前 

を明記してお申し込みください。 
 
※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方
には落選通知を、２０１９年１月２５日（金）頃発送します。 

          ※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。 
         ※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 
          ※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。 
          紙・シール等の貼り付け、「消せるボールペン」や修正液のご使用もご遠慮ください。 

※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込み
であると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。 
また、売買が確認された場合は入場をお断りします。 

※インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架空出品にともなうトラブルが発生し
ておりますので、くれぐれもご注意ください。 

 
【あ て 先】〒６７１－２５９３ 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 
      宍粟市役所企画総務部秘書広報課「リサイタル・ノヴァ」係 
【締め切り】２０１９年１月１８日（金）必着 

 
８．放 送 予 定  未定（決まり次第ホームページなどでお知らせします） 
 
９．問い合わせ  ＮＨＫ神戸放送局 

電話 ０７８－２５２－５０００（平日 午前９時３０分～午後６時） 
※年末年始（１２月２９日（土）～１月３日（木））を除く 
ホームページ http://www.nhk.or.jp/kobe/ 

         宍粟市企画総務部秘書広報課  
電話 ０７９０－６３－３１１５（平日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくこ
とがあります。 
※都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他公演への振替はございませんので何
卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 第 82 回宍粟市議会定例会の日程 

概 要 

 

第 82 回宍粟市議会定例会の日程が決定しましたので記者発表します。 

事前告知等をよろしくお願いします。 

 

  会期：平成 30 年 11 月 30 日（金）～12 月 19 日（水） 20 日間 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

本会議の中継については、次の方法で実施しています。 

① インターネット生中継 

市のホームページ（http://www.city.shiso.lg.jp/）からアクセス 

できます。 

②しーたん通信生放送 

宍粟市の各ご家庭に設置してあります音声お知らせ装置で聴くこ

とができます。 

※定時放送や地域放送、緊急放送があるときは、中断されます。休憩

中には、音声は流れません。 

③ケーブルテレビ生放送・再放送 

ウィンクケーブルテレビに加入されている方は、しそうチャンネル

（11チャンネル）でご覧いただけます。 

一般質問は、後日再放送をします。 

※災害関連情報の発信があるときは、議会の放送は中止します。 

 

  

参 考  

担当者からの 

お願い 
 

担当課 

（問合わせ先） 
所属 議会事務局 担当 岸元 ℡ 0790-63-3126 
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2018/11/14

会期 宍粟市議会

月 日 曜日 本 会 議 委 員 会 ・ 協 議 会 付 記

11月21日 水

11月22日 木 告示
議員協議会（定例）　9：30
議員協議会（議案説明）　午後

議案書発送

11月23日 金

11月24日 土

11月25日 日

11月26日 月 一般質問通告受付　8：30～

11月27日 火

11月28日 水
一般質問通告締切（正午）
会派論点整理締切（正午）

11月29日 木 議会運営委員会　9:30

11月30日 金
【１日目】議案上程・質疑・委
員会付託

議員協議会　9:00
予算決算常任委員会（本会議終了後）
総務経済常任委員会（終了後）
文教民生常任委員会（終了後）

12月 1日 土

12月 2日 日

12月 3日 月

12月 4日 火

12月 5日 水
文教民生常任委員会・分科会付託案件
審査　9:00

12月 6日 木
総務経済常任委員会・分科会付託案件
審査　9:00

12月 7日 金

12月 8日 土

12月 9日 日

12月10日 月

12月11日 火

12月12日 水 【２日目】一般質問
予算決算常任委員会（本会議終了後）
議会運営委員会（本会議終了後）

12月13日 木 【３日目】一般質問
議員協議会・追加議案説明（本会議終
了後）

12月14日 金
【４日目】一般質問、委員長報
告・質疑・討論・採決、追加議
案上程・質疑・委員会付託

常任委員会（本会議終了後付託案件審
査）

※11月30日に委員会付託された議
案の審査報告・採決
※追加提案がある場合は追加上程

12月15日 土

12月16日 日

12月17日 月

12月18日 火

12月19日 水
【５日目（最終日）】委員長報
告・質疑・討論・採決

議会運営委員会　9：00
議員協議会　9：15
議員協議会（定例、本会議終了後）

第82回宍粟市議会定例会日程（平成30年12月）
平成30年11月30日（金）　～　平成30年12月19日（水)　　20日間
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（11 月定例記者懇談会） 

発表項目 第 2 回ふるさと宍粟 PR 館きてーな宍粟もちまつり 開催！ 

概 要 

 

 

  

今年も、宍粟の新鮮なもち米を使ったお餅を楽しむことができるイベント

を開催します。 

 また昨年好評をいただいた宍粟杉を使ったリース作り教室も行います。 

 クリスマスとお正月の準備もできてしまうイベントですのでぜひお越し

ください。 

 

【日  時】平成 30年 12月 1日（土）11:00～14:00 

【場  所】ふるさと宍粟 PR 館きてーな宍粟、神姫バス旧待合所（兵庫県

姫路市西駅前町１） 

【イベント内容】 

①もちつき大会 

  きてーな宍粟店舗前にて餅つきを行い、ついたお餅を無料提供。 

    1回目 11：00～  

       2回目 13：00～  

   ※各回 2臼（約 100名分） 

※各回お餅がなくなり次第終了 

 ②しそう森のリース作り教室 

  宍粟市の杉を使ったクリスマスリースづくりのワークショップを実施。 

       1回目 10:30～ 

       2回目 13:00～ 

       定員：各回約 10名 

       問い合せ・予約先：きてーな宍粟 ℡079-287-3123 

※予約優先（空きがあれば当日受付も可） 

 ③正月もち予約販売 

  平成 30年 12月 23日（日）まで実施 

参 考  

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 

  （砂原） 

℡ 0790-63-3127 

 （079-287-3123） 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （11 月定例記者懇談会）  

 

発表機関 

（問合わせ先） 
山崎高等学校 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 教頭 篠原 歩 ℡ 0790-62-1730 

発表項目 12 月 14 日総合防災訓練を開催します 

概 要 

 

12 月 14 日(金)別紙の通り、総合防災訓練を実施します。 
時程 

（１） １年森林科・生活科（別紙参照） 

（２） １年普通科 

１０：５０ 新グラウンド集合・点呼 

１１：００ 土嚢積み体験（３・４組）ロープワーク体験（５・６組） 

１１：３０ 土嚢積み体験（５・６組）ロープワーク体験（３・４組） 

１２：００～１２：４０ ＨＲ（防災学習） 

（３） ２年（別紙参照） 

（４） ３年 

１０：５０ 煙体験（１・２組）・搬送法・応急処置訓練（３・４組） 

１１：１０ 煙体験（３・４組）・搬送法・応急処置訓練（１・２組） 

１１：３０ 煙体験（５組）・搬送法・応急処置訓練（６組） 

１２：００～１２：４０ ＨＲ（防災学習） 

実施学年・科等 実施内容 実施場所 担当職員

１年森林科(36名) 木造仮設校舎の設置 同窓会館前 西川・吉田照・尾西

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場

１年普通科(133名) 東幸・妙見・寺尾・木下


宍粟消防署職員(2名) 土屋・安養寺・小嶋

総務部(1名) 岡本・山脇・大永・吉田資

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場

長田・北山・合田・高島

縄手・藤阪・朝長・真鼻

福地・梶浦・小田

同窓会館

職員室南駐車場

３年(221名) 中藤・上野隆・奥田・岡田

宍粟消防署職員(2名) 片渕・石橋・上野美・林・横川

総務部(1名) 住江・東俊・冨士本・清水・安喰

煙体験
搬送・応急処置訓練

２年森林科・普通科(195名)

生徒会執行部(12名) 職員室南駐車場東端 上杉・妹尾・鏡田・桂・由利

１年生活科(39名) 是安

２年生活科(34名)
非常食指導
発表・防災クイズ

多々良・松本

多々良・松本

新グラウンド

体育館１Ｆ柔道場

土嚢積み体験
ロープワーク体験

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場
非常食体験

炊き出し訓練(豚汁)
２年・１年森林科
建設業者等を対象

加生自治会・ＰＴＡ(　　名) 非常食体験

非常食指導の見学

体育館２Ｆ(入口側)

体育館２Ｆ(ステージ側)

 

参 考 資料を添付します。 

担当者からの 

お願い 

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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想定外の自然災害が多発している昨今、 

地域の皆様方の多大なるご支援を得て新たなる森林教育・防災教育に挑戦！ 

本校森林環境科学科 1年生が木造仮設住宅(9坪)を建てていきます！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

協力：加生自治会、西はりま消防本部宍粟消防署、山崎高校ＰＴＡ 

兵庫県建設業協会姫路支部、ひだか建設株式会社、株式会社Ｕ空間設計 
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平成３０年度 県立山崎高等学校防災体験活動実施計画（案） 

 

１ 日 時   平成３０年１２月１４日(金)  １０：５０～１２：４０ 

２ 内容等 

 

３ 時程 

（１） １年森林科・生活科（別紙参照） 

（２） １年普通科 

１０：５０ 新グラウンド集合・点呼 

１１：００ 土嚢積み体験（３・４組）ロープワーク体験（５・６組） 

１１：３０ 土嚢積み体験（５・６組）ロープワーク体験（３・４組） 

１２：００～１２：４０ ＨＲ（防災学習） 

（３） ２年（別紙参照） 

（４） ３年 

１０：５０ 煙体験（１・２組）・搬送法・応急処置訓練（３・４組） 

１１：１０ 煙体験（３・４組）・搬送法・応急処置訓練（１・２組） 

１１：３０ 煙体験（５組）・搬送法・応急処置訓練（６組） 

１２：００～１２：４０ ＨＲ（防災学習） 

実施学年・科等 実施内容 実施場所 担当職員

１年森林科(36名) 木造仮設校舎の設置 同窓会館前 西川・吉田照・尾西

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場

１年普通科(133名) 東幸・妙見・寺尾・木下 

宍粟消防署職員(2名) 土屋・安養寺・小嶋

総務部(1名) 岡本・山脇・大永・吉田資

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場

長田・北山・合田・高島

縄手・藤阪・朝長・真鼻

福地・梶浦・小田

同窓会館

職員室南駐車場

３年(221名) 中藤・上野隆・奥田・岡田

宍粟消防署職員(2名) 片渕・石橋・上野美・林・横川

総務部(1名) 住江・東俊・冨士本・清水・安喰

煙体験
搬送・応急処置訓練

２年森林科・普通科(195名)

生徒会執行部(12名) 職員室南駐車場東端 上杉・妹尾・鏡田・桂・由利

１年生活科(39名) 是安

２年生活科(34名)
非常食指導
発表・防災クイズ

多々良・松本

多々良・松本

新グラウンド

体育館１Ｆ柔道場

土嚢積み体験
ロープワーク体験

２年ＨＲ教室・同窓会館

職員室南駐車場
非常食体験

炊き出し訓練(豚汁)
２年・１年森林科
建設業者等を対象

加生自治会・ＰＴＡ(　　名) 非常食体験

非常食指導の見学

体育館２Ｆ(入口側)

体育館２Ｆ(ステージ側)
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （11 月定例記者懇談会）  

 

発表機関 

（問合わせ先） 
山崎高等学校 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 教頭 篠原 歩 ℡ 0790-62-1730 

発表項目 １１月２９日高校生レストランを開催します 

概 要 

 

 第3回高校生レストラン実施要項 

１ 日時 平成30年11月29日（木）8:00～15:15 

（モーニング：9:00～ランチ：11:00～） 

２ 場所 山崎高校特別教室棟1階調理実習室及び試食室 

３ 目的 食について専門に学習している生徒が、学び得た知識・技術を駆使して健

康的な献立を作成し、調理し、お客様に提供することで、専門学科生徒としての自信

と誇りを持たせ、学習意欲をさらに高める。  

４ 対象生徒 生活創造科3年「栄養」選択者15名 

５ 日程   8:00～調理室集合、調理 

9:00～モーニング提供開始 

11:00～ランチ提供開始 

14:00～料理提供終了、片付け 

15:00～まとめ 

15:15終了 

６その他 ①モーニングは400円、ランチ（コーヒー付）は700円で提供する。 

 

参 考  

担当者からの 

お願い 
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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宍粟市内関係機関　報道発表（11月定例記者懇談会）

　本校の「総合的な学習の時間」で行っている学習や活動などを

発表します。

　１年生は福祉体験について、２・３年生は各生徒が選択した体

験講座の発表を行います。２・３年生の講座では、地域の外部講

師の先生に来校していただき指導をしていただいています。

　また、特色選抜生の発表もあります。

　発表会の後、参加中学生を対象に学校紹介や入試説明会を行い

ます。

　日時・場所・内容等は別紙の実施要項のとおりです。

参　　考 実施要項を添付します。

担当者からの
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。

お願い

発表項目
平成30年度「総合的な学習の時間」発表会　兼
第２回オープンハイスクールを開催します。

概　要

平成30年（2018年）11月16日発表

発表機関
兵庫県立伊和高等学校

（問合わせ先）

担　　当
担当 ： 教頭  古河浩和 TEL　0790-72-0240

（問合わせ先）
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平成３０年度「総合的な学習の時間」発表会 兼 第２回オープン・ハイスクール 実施要項 

 

教務部 

 

１ 目 的  

(1)  学習の成果を発表することにより、本年度の学習をとらえ直して成果を定着させるとともに、

表現力を高める。 

(2)  発表会を通して学習内容と成果を相互理解することで、生徒の興味・関心・意欲を高める。 

(3)  本校教育の特色の一つである「総合的な学習の時間」の情報発信の場として、中学生や地域

の方々の理解を深める。 

 

２ 日 時  １１月２３日（金）午前９時３０分～午前１２時００分 

       （前日２２日（木）５・６時間目 総合的な学習の時間） 

 

３ 場 所  本校体育館 

 

４ 参加者  本校生徒、近隣中学校２・３年生参加希望者 

 

５ 内 容  「総合的な学習の時間」活動発表 

 

 

＜発表時間の目安＞ 

＊課題研究発表（特色生） 

１０分 

＊各講座（ダンス・よさこい・和太鼓・ 

手影絵以外） 

５分程度 

パワーポイントによる発表・展示 

＊ダンス・よさこい・和太鼓・手影絵 

８～１０分 

実演 

 

 

＜学校紹介・来年度の入試説明＞ 

 学校説明（校長）        11:25 

 学校紹介（生徒会）             11:35 

 特色選抜紹介（特色生）         11:45 

 中学生へのアンケートの回答     11:55 

  （生徒会・特色生） 

 解散                           12:00 

  

 

 

 

 

 

次 第                時刻 

 中学生・来賓入場 

開会のことば    （ 生徒会 ）  9:30 

校長あいさつ     （ 校 長 ） 

生徒会代表あいさつ  （ 生徒会 ） 

Ⅰ 課題研究発表   （ 特色生 ）  9:40 

Ⅱ 総学発表 

１ 福祉体験   （ １ 年） 

２ 小物づくり  （２・３年） 

３ 絵手紙    （２・３年） 

４ ダンス    （２・３年） 

休憩 

   ５ 手影絵    （２・３年） 10:25 

６ トールペイント（２・３年） 

７ Ｅ・Ｓ・Ｓ  （２・３年） 

   休憩 

   ８ 和太鼓    （２・３年） 10:50 

９ よさこい   （２・３年） 

 来賓・保護者退場         11:10 

中学生は会議室へ移動 

講評        （ 教 頭 ） 

閉会のことば        （ 生徒会 ） 11:15 

学校紹介・来年度の入試説明 11:25～12:00 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （11 月定例記者懇談会）  

 

発表機関 

（問合わせ先） 
千種高等学校 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 吉田 宏之 ℡ ０７９０－７６－２０３３ 

発表項目 第 1 回 ちくさ園小中高合同マラソン大会 

概 要 

 

 

１ 目的    （１）持久走の持つ特性を理解し、健康的な体力づくりの機会とする。 
      （２）完走を目指して仲間と支え合う体験をするとともに、たくまし

い精神力を培う。  
(３）園児、児童、中学、高校生徒による合同での大会をとおし

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
高める。 

（４）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する。 

 
２ 日時   平成３０年１２月１８日（火）午前１０時より 
                       ※雨天順延 １９（水）  
 
３ 発着場所   宍粟市立千種小学校 

           ＊最長コースは小学校～福海寺（千種町岩野辺）近辺折り返し 

            地点までの８km    

            最短コースは園児たちが、商店街を中心に 1kmを走ります。  

 

４ 参加園児・児童・生徒数（予定） 

       ちくさ杉の子こども園 ２３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２７１名  

 

参 考 
園児・小学生・中学生・高校生が同一大会で走るという、県下でも珍しい形態での 

マラソン大会を開催します。 

担当者からの 

お願い 
 事前告知、当日取材、報道等、できる限りよろしくお願い申し上げます。 
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平成 30 年（2018 年）11 月 16 日発表  

 

宍粟市内関係機関 報道発表 （11 月定例記者懇談会）  

発表機関 

（問合わせ先） 

兵庫県立山の学校 

（0790－62－8088） 

担当 

（問い合わせ先） 
担当： 副校長 宮脇 ℡ 0790－62－8088 

発表項目 兵庫県立山の学校 「いかして山学フォーラム」を開催します。 

概 要 

 

兵庫県立山の学校は、自然の中でのさまざまな体験活動と寮での共同生活を通して、

よりよい人間関係を育みながらたくましく生きる力を培い、進路実現を支援する学校と

して、平成５年に開設され、25年が経過しました。 

この度、兵庫県立山の学校では、県政 150 周年・青少年本部創立 50 周年を記念する

とともに、山の学校のこれまでとこれからを考える「いかして山学フォーラム」を下記

のとおり開催することとし、広く参加を募ります。 

記 

１ 日  時  平成 30年 12月 9日（日） 14:00～16:30 

２ 場  所  ザ・ロイヤルクラシック姫路 

        〒670-0943 姫路市市の郷西野々841 

３ 参 加 費   無料 

４ 募 集 数    30名 ※先着順 

５ 申込方法  電話にて申し込みを受け付けます。 

        電話番号（0790）62－8088 （兵庫県立山の学校 フォーラム申込係） 

６ 「いかして山学フォーラム」概要 

  14:00～14:20 受付 

   14:20～14:30 生徒による活動紹介 

   14:30～14:45 開会行事 

14:45～15:35 記念講演 「生きるチカラ・自然のチカラ」 清水 国明 氏 

タレント・NPO 法人河口湖自然楽校楽校長・所沢市教育委員  

   15:35～16:25 パネルディスカッション 

「山の学校のこれまでとこれから 

～森や自然の中での青少年健全育成～」 

     コーディネーター：栗林 秀忠 氏（兵庫県立龍野北高等学校長） 

     パ ネ リ ス ト：清水 国明 氏（タレント・作家・歌手） 

              谷口 慎一郎 氏（ひめじ若者サポートステーション） 

              市橋 敬典 氏（兵庫県立山の学校第２代校長） 

              村上 拓 氏（兵庫県立山の学校修了生代表） 

７ 問い合わせ 公益財団法人 兵庫県青少年本部 兵庫県立山の学校 

  〒671－2515 宍粟市山崎町五十波 430－2   

TEL 0790－62－8088 FAX 0790－62－9733 

参 考 記念講演のチラシを添付します。 

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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写真

1950年10月15日 福井県生まれ
フォークソングディオ「あのねのね」でデビュー。
芸能界きってのアウトドア派、スローライフ実践者。
子ども達の生きるチカラを育むための自然体験イベントや子育てに関する講
演会なども多数行っている。
2005年アウトドアパーク「森と湖の楽園」を山梨県河口湖に開園。みずか
ら運営にかかわる。
また、災害における、被災地支援活動にも積極的に取り組んでおり、東日本
大震災の際は、「森と湖の楽園」に被災地の子どもやその家族を多く受け入
れたことでも知られている。

講師：清水 国明 氏

い
か
し
て
山

学

フ
ォ
ー

ラ
ム
記

念

講

演

タレント ・ NPO法人河口湖自然楽校楽校長 ・ 所沢市教育委員
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行事名 日時 開催場所 内容 問合せ先 

 

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 

 

道の駅ちくさ収穫

祭・ジビエ祭り 

12 月 1 日（土） 

11 時～14 時 

道の駅ちくさ 

（千種町下河野 745-5） 

道の駅ちくさで行われる秋の収穫祭です。千種町ならではのジビエ料

理をご賞味ください。芋煮 100 円（デイキャンプ場ご利用の方は無

料）、猪肉の焼肉 200 円は特にオススメです。その他新鮮野菜、野

菜加工品の販売等がございます。また、レストランでは猪丼・猪鍋・

鹿丼が味わえます。 

道の駅ちくさ 

℡:0790-76-3636 

 

【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 

 

新春凧あげの集い

2019 

1 月 1 日（火・祝） 

13 時～15 時 

一宮保健福祉センター北側 

（一宮町閏賀 300） 

趣向を凝らした凧が宍粟の冬空に舞う。新春恒例、手作りの凧で誰で

も自由に参加できる「新春凧あげの集い」として開催します。※悪天

候の場合、順延なし。 

播磨いちのみや凧の会 

℡:0790-72-0861（山

本） 

℡:0790-72-0513（上

山） 

平成３０年度１２月～年１月 宍粟市イベント情報 
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新春ご来光を観る

集い 

1 月 1 日（火・祝） 

6:30 集合  

 

志引峠（千種町西山） 

【集合場所】 

A コープちくさ店駐車場 

（千種町黒土） 

ちくさ登山同好会による初日の出を見る集い。参加希望の方は、午前

6 時 30 分ハリマ農協ちくさ営業部駐車場に集合。乗り合せて志引峠

でご来光を拝観します。※参加無料。当日の積雪状況により志引峠か

らの拝観が中止になる場合があります。 

ちくさ登山同好会 

℡:0790-76-2703（大

山） 

 

板馬見大トンド 

1 月 14 日(月・祝) 

１０時～12 時 

松ノ木公園内 

板馬見登山道入口 

（千種町河呂） 

板馬見保存会による大トンド。地元の山伏十数名により、3 つの作法

のあと護摩焚き、大トンドが行われます。鏡餅や家庭から持ち寄った

飾り物などを燃やし、参加者には焼きミカンと甘酒のふるまいがあり

ます。 

板馬見保存会 

℡:0790-76-2768（妙

見） 

℡:0790-76-2427（高

山） 

 

 

 

 

 

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 

【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) 

【1月】1/12（土）ミツバチを飼おう座学 1/13（日）宍粟の麹とお米で甘酒づくり（デザートも作ろう） 1/14（月・祝）とんど焼きをしよう！  

1/19（土）森の窯焼きピザづくり 1/20（日）森のバームクーヘンづくり 1/26（土）くにみ探検隊（冬の野鳥観察） 1/27（日）廃材で木工をしよう 
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旬の食材 

 

 

自然薯 

【再掲】 

通年味わえます 

（新物自然薯は 10 月中旬～） 

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。 

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」では自然薯うどんなどが味わえます。 

楓香荘      ℡:0790-75-2355 

道の駅みなみ波賀 ℡:0790-75-3999 

道の駅はが    ℡:0790-75-3711 

鮎茶屋 正起   ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和   ℡:0790-62-1120 

など 

モクズガニ（川蟹） 

【再掲】 

 

10 月～ 

（お店により 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・ボイルなど

にして提供しています。 

濃厚な蟹味噌のダシが絶品です。 

鮎茶屋 正起   ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和   ℡:0790-62-1120 

 

 

ボタン鍋 

【再掲】 

11 月～3 月末頃まで 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 

鮎茶屋 正起   ℡:0790-62-3838 

四季旬菜 和    ℡:0790-62-1120 

など 

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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