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坂越の船祭り
瀬戸内三大船祭りの一つに数えられる勇壮な伝統行事です。十数隻の船
が旗やのぼりを立て、生島へと巡航していきます。日没後、各船が提灯
に灯りをともし還幸する風景も幻想的な美しさです。
●と き 例祭 10 月 8 日(土) 例祭
10 月 9 日(日) 船渡御祭 12:30～
●ところ 大避神社 (赤穂市坂越 1299)
～坂越港～生島

【赤穂市・坂越の船祭り】

問 大避神社
○

0791-48-8136

伊和神社秋季大祭
播磨国開発の神、総氏神様として崇められる
古社。大祭 2 日目は神幸祭に引き続き、境内
で屋台の練り合わせが行われ、杉木立に勇壮
な太鼓や掛け声がこだまします。
●と き 10 月 15 日(土) 10:00～例祭
16 日(日) 12:30～神幸祭→御旅→神社で練り合わせ
●ところ 伊和神社 (宍粟市一宮町須行名 407)
問 しそう森林王国観光協会 0790-64-0923
○

赤穂八幡宮秋祭り
神輿の前を清めながらお旅所まで進む頭人と獅子舞が有名です。眠っ
ている雌雄二頭の野獅子が太鼓の打ち出しで目覚め、天狗に導かれな
がら悪霊を祓い清め進んでいく舞は最大の見せ場です。
●と き 10 月 15 日(土) 例祭 10:00～
10 月 16 日(日) 神幸式 11:45～20:00
●ところ 赤穂八幡宮 (赤穂市尾崎 203)
問 赤穂八幡宮
○

0791-42-2268

塩屋荒神社秋祭り

【赤穂市・赤穂八幡宮秋祭り】

豊作を喜び感謝する実りの秋にふさわしい祭りです。重さ数トンもの
豪華絢爛な大屋台をまわしにはっぴ姿の男衆が高々と担いで練り歩
き、祭りは最高潮に。賑やかで迫力のある祭りです。
●と き 10 月 22 日(土) 宵宮 9:00～
23 日(日) 本宮 10:00～
獅子舞 14:30～
屋台 15:30 頃
●ところ 塩屋荒神社 (赤穂市塩屋 2943)
問 塩屋荒神社
○

0791-42-2385

富嶋神社秋祭り
京都貴船神社の御祭神を分社化した貴布禰大神と、魚吹八幡神社の御祭
神を分社化した八幡大神が合併されてできたという成り立ちを持つ富
嶋神社で、秋祭りが行われます。5 地区から練りだす勇壮な屋台練りの
ほか、壇尻の上で奉納される舞は一見の価値あり。
●と き 10 月 22 日(土)～10 月 23 日(日)
●ところ 富嶋神社
(たつの市御津町苅屋)
問 富嶋神社 079-322-0105
○

１

新鮮有機野菜の即売をはじめ、味覚ブースや体験ブースなどイ
ベントがもりだくさん。トンビの背中が見える「みはらし広場」
で秋の一日をお楽しみください。8 日は棚田にたくさんのロー
ソクが灯されます。
●と き 棚田の灯り 10 月 8 日(土) 17:00～
石垣まつり 10 月 9 日(日) 10:00～
●ところ 山田グラウンド (宍粟市一宮町東河内)
問 しそう森林王国観光協会
○

自然とふれあい、楽しさいっぱいの「第 3 回鞍居ふるさとまつり」は、
ステージイベントや地元の新鮮野菜の販売コーナー、模擬店コーナー、
産地直送コーナーなど盛りだくさんの内容です。
●と き 10 月 9 日(日) 10:00～15:00 ※小雨決行
●ところ 鞍居ふるさと館 (旧鞍居幼稚園)
鞍居公民館 (上郡町野桑1275-1)
問 鞍居公民館 0791-54-0636 (月曜日休館)
○
鞍居ふるさとまつり実行委員会 0791-54-0017 (月水金の午前)

0790-64-0923

繁盛の大収穫祭
宍粟市一宮町の繁盛(はんせ)地区で採れたおいしいもの大集合！
繁盛米の試食会、桑茶、古代米の試食会、新鮮野菜の直売もあります。
●と き 10 月 16 日(日) 10:00～
●ところ 繁盛小学校体育館 (宍粟市一宮町上岸田576)
問 MORE繁盛 090-6404-9361 (代表 米田)
○

馬場自治会では、約 5 万㎡の休耕田にコスモス約 500 万本を
栽培しています。10 月初旬から咲き始め、赤・白・ピンク・黄
色の花が大地を染めるように咲き誇ります。
●と き 10 月 16 日(日)9:30～14:00 (予定) ※雨天決行
●ところ 馬場集会所周辺 (たつの市揖保川町馬場)
問 たつの市揖保川町馬場営農組合
○

0791-60-1471

HP http://www.eonet.ne.jp/~umaba-einou/cosmos.html

かがし大募集！
かがしコンテストの出展者を募集していま
す。かがし大賞には賞金 10 万円。そのほか
にも賞金・賞品が盛りだくさんです。ふるっ
てご応募ください。詳しくは、相生市観光協
会ＨＰまで。
●申込締切日 10 月 21 日(金) 17：00
●もみじまつり開催 11 月 12 日(土)～20 日(日)
メイン開催日は 13 日(日)
●ところ 羅漢の里 (相生市矢野町瓜生羅漢口 28)
問 相生市観光協会
○

播磨科学公園都市まちびらき 20 年プレイベントとして、「光都スポ
ーツ DE ふれあいたい会」、「光都文化祭」を同時開催します。播磨
科学公園都市の魅力をたっぷり感じていただけます。
●10/22 日(土) グラウンドゴルフ大会、綱引き・パン食い競争・玉
入れ・リレー、体操教室、サッカー教室、フット
サル大会、ランニングバイク選手権、ビンゴ大会、
飲食コーナーなど
●10/23 日(日) ロードバイクレース、まちぶらサイクリング、ロー
ドバイク講習会、収穫祭、気球体験、ステージイ
ベント、飲食コーナー、フリーマーケットなど
●ところ 播磨光都サッカー場、光都プラザ、芝生広場など
(上郡町光都 播磨科学公園都市)
問 企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所 0791-58-1115
○

※事前申込が必要なプログラムが多数あります。

0791-22-7177 HP http://aioi.in/

10 月 23 日(日)

みかづき

9:00～14:00

みかづき地域づくり協議会

※小雨決行

三日月地域づくり協議会発足 10 周年の記念イベントを開催しま
す。兵庫県警察音楽隊や幕山太鼓の演奏、マジックショーや抽選
会などイベントが盛りだくさんです。体験コーナーやフードコー
トもあります。
●ところ 味わいの里三日月 (佐用町乃井野 1266)

佐用町役場を発着し、宍粟市、岡山県西粟倉村、
美作市を通過する全長約 80ｋｍのコースを地域の
特産品や郷土料理、観光名所を楽しみながら自転車で走る
イベントです。
●と き 11 月 13 日(日)９:00～15:00
●ところ 佐用町役場発着 (佐用町佐用2611-1)
問 佐用町商工観光課 0790-82-0670
○

問 三日月地域づくり協議会 0790-79-2981
○
斑鳩寺からあすかホールまで飛鳥時代の衣装を着用した時代パレ
ードを行います。たいし君・あすか姫などのゆるキャラの紹介や、
お楽しみ抽選会、ダンスの披露、屋台村、フリーマーケットなど
盛りだくさんの内容で皆さんをお迎えします。
●と き 11 月 3 日(木・祝) 10:00～15:00
●ところ あすかホール周辺(太子ふるさと文化村)
(太子町鵤 1310-1)

市民パレードやパフォーマンス、力自慢競争、コマ回し、梅の種
飛ばしなど魅力いっぱいの企画イベントやステージイベントが盛
りだくさん。屋台村、フリーマーケットもあります。
●と き 11 月 3 日(木・祝) 10:00～15:30
●ところ たつの市役所及び中川原公園周辺
(たつの市龍野町富永 1005−1)

問 太子あすかふるさとまつり実行委員会
○

問 たつのふるさとフェスタ運営委員会事務局
○

(太子町商工会内) 079-277-2566

(たつの市観光振興課内) 0791-64-3156

２

第 32 回 三木露風賞
新しい童謡コンクール入賞詩発表会
童謡「赤とんぼ」に続く新しい童謡の創作をめざし全国公募で入賞
した童謡詩の発表会を開催します。応募作品から優秀な作品に日本
童謡協会所属の作曲家により曲がつけられ、発表されます。
※予約不要、入場無料
●と き 10 月 23 日(日) 1３:３0～17:00 (予定)
●ところ 赤とんぼ文化ホール (たつの市龍野町富永）

ウエルカムミニライブ
(10:15～10:30

姫新線誕生から 80 年を迎えることを記念し、「ザ・ヘルスマーケット
「姫新線 80 周年フォーラム」を開催します。 フォークソング部」
姫新線のあゆみを振り返り、姫新線や沿線地域の
魅力を再発見してみませんか？ロビーでは「姫新線のある風景」写
真展入選・入賞作品の展示や姫新線の歴史を伝えるパネルの展示な
どもあります。※参加無料・事前申込不要

問 (公財)童謡の里龍野文化振興財団
○
0791-63-1888

しそう観光フォトコンテストがグレードアップ！
宍粟市内の名所・風景・イベント・自然など、「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分けて募集します。
●テ ー マ ・Traditional / 伝統部門
(例：文化・芸能・工芸・酒造など)
・Human documentaly & Event / 人と暮らし部門
(例：風習・祭り・季節のイベントなど）
・Nature&Forest / 自然・森林部門 (例：森林セラピ
ー・滝・渓谷・宍粟 50 名山など)
●サ イ ズ 六切 (ワイド六切) から四切 (ワイド四切)まで
●応募方法 応募用紙に必要事項記入の上、写真裏面にテープで貼
付し、しそう森林王国観光事務局へ郵送又は持参
●応募締切日 平成 29 年 2 月 28 日(火)(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・問合せ先 公益財団法人 しそう森林王国観光協会
「ミライエシソウ 2016」係
〒671-2558 宍粟市山崎町上比地 374
TEL 0790-64-0923
FAX 0790-64-5011
E-mail info@shiso.or.jp
HP http://www.shiso.or.jp

山茶花膳(さざんかぜん）

宍粟市波賀町上野 1799-6
問 0790-75-2717
○

宍粟牛と松茸、山の幸を使用した
季節限定メニューです。予約不要

・「姫新線 80 年のあゆみ」の紹介
80 周年記念特製パスケース ・「姫新線のある風景」写真展表彰式
・姫新線 80 周年記念トークショー
沿線地域の特産品
羽川英樹さん(フリーアナウンサー)
●ところ たつの市新宮ふれあい福祉会館
(たつの市新宮町平野 111-1)
問
○

毎月第 2 土曜日恒例の『お楽しみデー』。10 月は喫茶をご利用の
お客様に南光ひまわり館特製の「紫芋大福」をプレゼント。さらに、
コーヒー、紅茶、ジュースは通常 330 円を 200 円に。アイスコー
ヒー、アイスティーは通常 380 円を 250 円に！
●と き 10 月 8 日(土) 8:30～17:15
●ところ 佐用町船越 232-1 ○
問 0790-77-0766

秋のひまわり畑

漆野・段地区のひまわり畑
(2.0ha・約 10 万本)が 10 月頃に開花予定！
開花情報は佐用町ホームページでご確認ください。
●ところ 佐用町漆野 48-2 漆野公民館付近
問 佐用町商工観光課 0790-82-2521
○
HP http://www.town/sayo.lg.jp/

太子町鵤 280-1 太子町庁舎内

太子町産いちじくパフェ

問 090-6240-7352
○

手間暇かけて育てられた糖度 13 度以上の太子町
産いちじくを丸々1 個トッピング。添えているア
イスは、県内牧場で新鮮な太子いちじくを混ぜ込
んで特別に作ったものです。10 月下旬までの限
定メニュー！お早めに！！

宍粟市山崎町御名 354

子持ち鮎

西播磨県民局総務防災課 0791-58-2112

自 然 薯

問 0790-62-3838
○

栄養価が高く、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
卵や白子が詰まった鮎が味わえます。子持ちの鮎料理
す。とろろご飯や自然薯磯辺揚げ、唐揚げ、自然
は、名ごり鮎コース(2 名様～要予約)、塩焼きご膳、単
薯うどんなど色々なメニューで味わえます。
品メニューがあり、夏の鮎とは異なる秋の鮎を是非ご賞
期間限定の味覚！
◆波賀不動滝公園 楓香荘
味ください。
(宍粟市波賀町原 625) 0790-75-2355
◆道の駅みなみ波賀
モクズガニ
(宍粟市波賀町安賀 8-1) 0790-75-3999
10 月 1 日のモクズガ二漁解禁に伴い宍粟市内の飲食店では釜飯、雑炊、ボイルなど
◆鮎茶屋正起
にして提供します。濃厚な蟹味噌のダシが絶品です。
(宍粟市山崎町御名 354) 0790-62-3838
◆鮎茶屋正起 (宍粟市山崎町御名 354) ◆四季旬菜 和 (宍粟市山崎町庄能 392)
◆四季旬菜 和
0790-62-1120
0790-62-3838
(宍粟市山崎町庄能 392) 0790-62-1120
など
など

３

※月曜定休
有料(要予約・プログラム実施日
の 1 ヶ月前より予約開始)
10 月のプログラムについて
は、お問い合わせください。

11/ 3(木・祝) 冬鳥を見つけてみよう
11/ 5(土) 秋の国見外周ハイキング
11/13(日) 遊歩道の整備
11/19(土) 森の窯焼きピザづくり
11/20(日) 酉年の壁飾りづくり
11/23(水・祝) 秋をたべよう
宍粟市山崎町上比地 374
11/26(土) 干し柿づくり
問 0790-64-0923
○

名

称

日

時

道の駅みなみ波賀 10月1日(土)
新米まつり
2日(日)

10 月 2 日(日)
いきいき交流ふるさ
16 日(日)
と館 ふれあい喫茶
9:00～12:00

いきいき交流ふるさと館
(上郡町岩木丙石戸)

モロどんの日

10 月 2 日(日)
16 日(日)
11：00～14：00

上郡町観光案内所
(上郡町大持171-8)

赤穂とれたて軽トラ
朝市

10月9日(日)
8:00～10:00

ＪＡ兵庫西 旧坂越支店
(赤穂市坂越 1647)

骨董市

10月15日(土)
8:00～15:00
小雨決行

大石神社駐車場
(赤穂市上仮屋旧城内)

赤穂とれたて軽トラ
朝市

主婦の店尾崎店
10 月 15 日(土)
(赤穂市尾崎明神木
9:30～12:00
3158-5)

わいわい三日月市

10月16日(日)
9:00～15:00頃

味わいの里三日月
(佐用町乃井野1266)

加里屋さんもく楽市

10月20日(木)
10:00～14:00
雨天決行

いきつぎ広場周辺
(みなと銀行赤穂支店
南側広場)

ちくさふれあい
フェスタ 2016

10 月 22 日(土) え え と こ
23 日(日) 栄々人来(大通り広場)
(宍粟市千種町千草）
10:00～15:30

赤穂とれたて軽トラ
朝市

10月30日(日)
9:00～11:00

原観光りんご園
りんご狩り

11月中旬頃まで
原観光りんご園
8：00～17:00
(宍粟市波賀町原560-1)
(予定)

坂越ふるさと海岸広場
(赤穂市坂越)

問 0791-58-2065
○

10 月特別プログラム

10/ 8 (土) 山野草の似合うエコ鉢作り～新聞紙を活用した作品づくり～
10/10(月・祝) 玉ねぎの皮を使った絞染～きれいな黄色に染まります～
10/16(日) 秘密基地づくり☆第 2 弾～基地で遊び、秋の味覚も楽しみます～
10/22(土) いどうこんちゅうかん～むしたちと楽しく遊ぼう！～
10/23(日) 御縁(5 円)のカメのキーホルダー
10/29(土) 秋の里山探検隊～体験館周辺の自然観察～
※有料プログラムあり
(要予約・プログラム実施日の 1 ヶ月前より予約開始)

開催場所
道の駅みなみ波賀
(宍粟市波賀町安賀8-1)

佐用町光都 1-330-3

ひょうご環境体験館

内

容

問 合 せ先

とれたての新米を販売します。
道の駅みなみ波賀
きれいな水ときれいな空気で育ったお米はとても美味しい
0790-75-3999
と評判です。
ふれあい喫茶としてコーヒー等の販売をしています。ま
た、大鳥圭介の史料等の展示のほか、大鳥圭介の業績と
魅力を説明する「圭介塾」を開講しています。「大鳥圭介」
の魅力にふれながらゆっくりとした時間をお過ごしくださ
い。※毎月第1・第3日曜日に開催
JR上郡駅前の観光案内所にて、上郡町特産「円心モロど
ん」を第1・第3日曜日のみ販売しています。値段は1杯300
円。のど越しがよくツルッとした食感が人気の「円心モロど
ん」をぜひご賞味ください。(数に限りがあります。）
赤穂市内の農業者がとれたての農産物を軽トラックで持ち
寄る、とても新鮮な野菜が並ぶ朝市です。赤穂のとれた
て・できたての美味しいものを味わってください。
※売り切れ次第終了

赤松公民館
0791-52-4605

上郡町観光案内所
0791-52-6959
赤穂とれたて朝市連絡会
事務局
0791-43-6840

毎月100店舗以上のお店が軒をつらねる西日本最大級の
090-8161-1102
骨董市です。掘り出し物をみつけにぜひお越しください。
(岡村）
※毎月１５日に開催
赤穂市内の農業者がとれたての農産物を軽トラックで持ち
寄る、とても新鮮な野菜が並ぶ朝市です。赤穂のとれた
て・できたての美味しいものを味わってください。
※売り切れ次第終了
フリーマーケット開催。直売所で500円以上お買上げの方
先着100名様に「三日月ハニー」をプレゼント。
※ペットボトル風車づくり講習会はお休みです。
野菜・飲食・衣料雑貨・花苗・山野草などの熱血店舗がオープ
ンします。また、商店街の一部店舗ではお店独自の割引セ
ールなどを行う｢さんもく楽市応援事業｣も実施しています。
※毎月第3木曜日に開催
秋の一日に気軽に参加できる手づくりのイベントです。
10 月 22 日(土） 午後～食育講演会
10 月 22 日(土）23 日(日) 午後～文化展
赤穂市内の農業者がとれたての農産物を軽トラックで持ち
寄る、とても新鮮な野菜が並ぶ朝市です。赤穂のとれた
て・できたての美味しいものを味わってください。
※売り切れ次第終了

赤穂とれたて朝市連絡会
事務局
0791-43-6840
味わいの里三日月
0790-79-2521
赤穂商工会議所
0791-43-2727
ちくさふれあいフェスタ
実行委員会事務局
0790-76-2210
赤穂とれたて朝市連絡会
事務局
0791-43-6840

約 3 ヶ月にわたり数種類の品種が順次実ります。りんごジ
原観光りんご園
ュースづくり体験もでき、園内バーベキューも楽しめます。
0790-75-3600
入園料 大人 550 円 子ども 300 円 ※食べ放題 2 時間
※イベントの開催日等は、予告なく変更されることがあります。
ホームページ「西はりま遊記」では、当地域のツーリズム資源やイベント情報などをタ
イムリーに紹介しています。ホームページアドレス【http://www.nishiharima.jp/】

西はりま遊記

検 索
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