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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
北播磨広域観光協議会
「ハートにぐっと北播磨・メールマガジン」9月号 vol.03
２０１０．９．1発行
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ハートにぐっと北播磨・メールマガジン」をご購読いただき、ありがとうございます。
今月も北播磨から旬な情報をたくさんお届けします！
……………………………………………………………………………………………………
◆今月のトピックス
♪ 北播磨ゆるキャラ(R)パレード in 神戸 ♪
個性豊かな北播磨のゆるキャ(R)たちが勢ぞろい！
最大11体のゆるキャ(R)たちが列をなして行進するぞ！
「あいたい兵庫キャンペーン・北播磨イベント」のPRを行います。
スタンプラリーの台紙や北播磨の観光情報と一緒に地元からのちょっことプレゼントも配布しま
す。
９月２５日（土） １３：００～１６：００
場所：神戸市中央区 神戸元町商店街
１０月２日（土） １４：００～１６：００
場所：神戸市垂水区 垂水商店街
出場ゆるキャラ(R) ＊＊きみはいくつ知っているかな？＊＊
にっしー／西脇市
でんくる君／西脇市（9/25のみ）
よかぴー／三木市
かなちゃん／三木市
み☆きのこ／三木市（9/25のみ） ウェルビー／小野市
ハッピー／小野市
加東伝の助／加東市
スイッピー／多可町（10/2のみ）
ハリーン／北播磨（9/25のみ） はばタン／兵庫
【特別ゲスト】 もとずきんちゃん 神戸元町商店街（9/25のみ）
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/singlelink.php?cid=192&lid=395
………………………………………………………………………………………………………
ハートにぐっと北播磨ご当地グルメスタンプラリー
１０月 ついに始動！
実施期間：平成２２年１０月１日～１２月３１日
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話題のグルメを食べつくせ！
話題のグルメ！「巻き寿司」「山田錦の逸品」「播州ラーメン」はもちろん、
北播磨の隠されたグルメを探し出せ！
参加店舗は90店以上！観光施設とイベントを合わせると100以上の場所でスタンプを集めること
が出来ます。
バラエティー豊富な景品は、宿泊券、入浴券、食事券に特産品などなど。詳しくは10月号のメルマ
ガでもお伝えします！
最新情報は「ハートにぐっと北播磨」でチェックしてくださいね。乞うご期待！
http://www.kita-harima.jp/
………………………………………………………………………………………………………
まだ残暑厳しいですが、もう９月なんですね。秋の足音が聞こえる（？）季節になりました。
秋といえば、食欲の秋、芸術の秋、行楽の秋、全部まとめて北播磨の情報は
「ハートにぐっと北播磨」をチェック！
http://www.kita-harima.jp/
………………………………………………………………………………………………………
◆イベント情報
◇四季の草木染め～藍染め編～（多可町）
公園で育てた藍の乾燥葉できれいな藍色に染め上げましょう。藍畑で収穫も体験します。
・定員２０名程度
・参加費５００円
開催日時：9月4日（土）10：00～14：00（雨天決行）
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1009annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇第４回小野名画劇場（小野市）
「山の郵便配達」1999年（93分）10：00～ / 16：30～
「不毛地帯」1976年（181分）13：00～ / 19：00～
当日券：700円 小野シネマゴールドカード：2000円（6回通し券：全作品鑑賞可）
開催日時：9月4日（土）
問い合わせ：小野市民会館 0794-63-1020
http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/43/9/12/1/1/3/
………………………………………………………………………………………………………
◇敬老ふれあい茶会（小野市）
敬老の日を記念して小学生がお茶のおもてなしをします。入場無料。
開催日時：9月5（日）
問い合わせ：小野市立好古館 0794-63-3390
http://www.city.ono.hyogo.jp/~kokokan/
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………………………………………………………………………………………………………
◇２回シリーズ木工機械講習会＆ガーデンチェアづくり（多可町）
木工機械を使ってガーデンチェアづくりに挑戦。第１回目は木工機械の講習と部材づくり実
習。
２回目は部材を組立て完成。
・２回とも参加できる方 ・定員１５名程度（中学生以上） ・参加費３,０００円
開催日時：9月5日（日）・12日（日）
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-005
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1009annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇おじいちゃんおばあちゃん児童画展（多可町）
敬老の精神を受け継ぐ事業の一つとして、毎年開催され、今年で２１回目を迎え、
これまでに８万点以上の作品が寄せられています。
今年度応募作品をガルテン八千代体育館（多可町八千代区中野間）で展示公開しています。
開催日時：9月11日（土）～23日（木）午前９時～午後５時
問い合わせ：多可町・多可町教育委員会 0795-32-2385
………………………………………………………………………………………………………
◇アカペラ フェスティバル１（小野市）
みんなで創る市民参加型イベント。今年から始まる新企画！
人間の声だけで表現するアカペラ音楽の世界をお楽しみください。
当日ゲストとしてアカペラグループ「宝船」も出演！
開催日時：9月１8日（土）
問い合わせ：ＮＰＯ法人北播磨市民活動支援センター 0794-63-8156
http://www.eclat-hall.com/calendar/index.cgi?now=201009
………………………………………………………………………………………………………
◇里山コンサート＆お茶席（多可町）
深まる秋の里山で、コンサートを開催。お茶席の後は、森に響きわたるギターの調べをお楽し
みください。
出演：久住一人（ギタリスト）他
開催日時：9月19日（日）16:30～19:30（予定）
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1009annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇好古館で奏でる 音楽会３（小野市）
「美しい弦楽のしらべ」 演奏：北浦洋子（ヴァイオリン）、竹内素子（ピアノ）
鑑賞無料（入館料：大人200円、小・中学生100円が必要）

2010/09/01

4 / 6 ページ

開催日時：9月19日（日）
問い合わせ：小野市立好古館 0794-63-3390
http://www.city.ono.hyogo.jp/~kokokan/
………………………………………………………………………………………………………
◇森のあかり～ツルで行灯づくり～（多可町）
「ツルや小枝など自然の素材を使って、おしゃれな灯りを作ります。
・定員２０名（中学生以上） ・参加費１８００円
開催日時：9月23日（木）10：00～16：00
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1009annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇栗拾いとクリご飯づくり（多可町）
公園内を散策しながら栗拾い。とった栗の皮をむき、アルミ缶で栗ごはんをつくります。
・定員３０名 ・参加費300円
開催日時：9月25日（土）10：00～15：00
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1009annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇加藤登紀子 日本酒の日コンサート（多可町）
日本一の酒米「山田錦」発祥の里。多可町発！日本酒で乾杯！
登紀子さんのすてきな歌声に酔いしれてみませんか？
開催日時：10月1日（金）
場所：ベルディーホール（多可町）
問い合わせ：ベルディーホール 0795-32-1300
http://www.takacho.jp/verde/2010/nihonshu/nihonshu.html
………………………………………………………………………………………………………
◇4つの国登録文化財を大満喫まち歩きin「加西・北条の宿」（加西市）
交通の要衝として栄えてきた「北条の宿」。当時の繁栄の面影を残す町並みと
4つの国登録文化財を地域を知り尽くした地元ガイドや宮司・住職等の案内で散策します。
北条町駅内の加西市観光案内所を出発。古くから山陽と山陰を結ぶ交通の要衝として栄え、
商屋が贅を競ってつくった家並みが随所に残る「北条の宿」を歴史街道ボランティアガイドの
案内で散策しながら4つの国登録文化財を巡る「まち歩き」です。
開催日時：10月2日（土）・23日（土）
問い合わせ：加西市観光案内所 0790-42-8823
＊１１月、１２月にも開催されます！
http://www.kanko-kasai.com/01osir/osir1008/osir100806a.htm
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………………………………………………………………………………………………………
◇秋の山野草＆ミニ盆栽づくり（多可町）
山野草を採取し、流木や朽ちた切り株でホッと和む盆栽”小さい里山”を作りましょう。
・対象：一般（中学生以上）・参加費：３００円・定員：２０名程度
開催日時：10月9日（土）
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1010annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇兵主神社 秋の祭礼（西脇市）
兵主神社の秋まつり！
お神輿を先頭に、「レッケイ」と呼ばれる、近在にも珍しい大名行列を模した神幸行列が行わ
れ、
ふとん太鼓が練り歩きます。
開催日時：10月9日（土）・10日（日）
問い合わせ：兵主神社 0795-28-2284
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/singlelink.php?cid=153&lid=254
………………………………………………………………………………………………………
◇秋のキノコ観察会（多可町）
秋の里山に生えるキノコを探しましょう。シェフによるキノコ料理のお楽しみ付き。
講師：平山吉澄氏・定員：２０名程度・参加費５００円
開催日時：10月10日（日）
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1010annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
あなたのハートにぐっときた？「ハートにぐっと北播磨」
その他のイベント情報は「ハートにぐっと北播磨」 http://www.kita-harima.jp
………………………………………………………………………………………………………
◆北播磨のお勧め情報
◇加西の夏 フォトコンテスト 作品募集中！（加西市）
あなたの見つけた素敵な加西の夏をご応募下さい！
応募締切：平成22年9月30日必着
問い合わせ：加西市観光まちづくり協会事務局 0790-42-8740
http://www.kanko-kasai.com/01osir/osir1007/osir100727a.htm
………………………………………………………………………………………………………
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◇第８回里山のふれあい祭り ～１，０００人ハイク～ 参加者募集中！（多可町）
秋の里山を満喫できる、６つのハイキングコースから選べます。コースの途中には「森のカフ
ェ」も出現。
ゴールの湖畔の広場では、クラフト体験、里山クッキングや野菜の販売などボランティアスタ
ッフの心を
こめたおもてなしイベントが楽しめます。
・定員：１０００名程度・参加費３００円（ぜんざい又は豚汁付き）
・対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
開催日：１１月１４日（日）ＡＭ9:30～PM16:00
問い合わせ：なか・やちよの森公園運営協議会 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/program/programannnai/program22/1011annnai.html
………………………………………………………………………………………………………
◇10/9（土）～11（月）にかけて、各地の神社で秋の大祭が行われます！（西脇市）
詳しくは次回のメルマガで！
………………………………………………………………………………………………………
あなたのハートにぐっときた？「ハートにぐっと北播磨」
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町
http://www.kita-harima.jp
………………………………………………………………………………………………………
◆当メールマガジンに関するお知らせ
このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています。
「まぐまぐ」ＨＰアドレス http://www.mag2.com/
「ハートにぐっと北播磨・メールマガジン」に関するお問い合わせ
北播磨広域観光協議会（事務局：兵庫県北播磨県民局県民室商工労政課）
kharimakem_09@pref.hyogo.lg.jp
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