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10月号 Vol.18
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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」１０月号 vol.18
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆2011．10．1発行◆◆◆
東日本大震災により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、皆様の
安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。一緒にがんばりましょう！！
…………………………………………………………………………………………………………………………
「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。
味覚の秋・食欲の秋となりました。秋と言えば、絶好の行楽シーズンですよね。
このメルマガを参考に、北播磨地域へお出かけなんていかがでしょう？
今月も北播磨から旬な情報をお届けします。
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 今月のトピックス
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆北播磨のご当地グルメ☆
北播磨地域にはここでしか食べられないグルメがたくさんあります。
そこで、来月開催される姫路食博2011に出展するグルメを一足お先にご紹介します。
初めて聞いた方も、知っている方も。みんなそろって食べに来て下さいね。
◇播州ラーメン（西脇市・多可町）
豚骨、鶏ガラ、魚などを使ったあっさりとした甘みのスープが特徴。今から約50年前、
播州織工場で働く女性工員に好まれるように作られたのがはじまりとされています。
問い合せ：西脇・多可料飲組合播州ラーメン部会（西脇商工会議所内）
TEL 0795-22-3901
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=18&lid=288
◇かじや鍋（三木市）
三木の鍛冶屋さんが夏の夕方、仕事あがりに「ふいご」の残り火を利用し、鉄板で蛸と茄子
を甘辛く煮付けたとの伝承に基づく郷土料理。当時、夏の庶民のスタミナ源として多く食され
ました。
問い合せ：三木食づくりの会（三木商工会議所内）
TEL 0794-82-3190
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=12&lid=202
◇のこぎりグルメ（三木市）
全国有数の金物の産地である三木。その三木市内の飲食店がのこぎり形の「のこぎりグル
メ」を提供しています。
問い合せ：三木市商工会議所青年部
TEL 0794-82-3190
http://nokogiri.jimdo.com/
◇おの恋ホルモン焼きそば（小野市）
昭和30年代に小野市内の焼き肉店で始められたメニューです。当時は、酒の肴としてホル
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モンを焼いた後、締めに焼きそばを入れて食べていたそうです。小腸独特の油の甘みと麺の
ツルっとした食感が好評で、市内店舗で陰の人気メニューとして提供されています。
問い合せ：小野市観光協会
TEL 0794-63-1929
http://www.ono-navi.jp/418/5547.html
◇へらへとバーガー（加西市）
加西の魅力が「へらへと（いっぱい）」詰まったご当地バーガー。米粉バンズにブランド霜降
り豚のパティ、紫黒米の薄型おこげ、特産のブドウを使った甘辛ソースが味を引き立てます。
問い合せ：加西市観光まちづくり協会
TEL 0790-42-8740
http://www.kanko-kasai.com/01osir/osir1010/osir101022a.htm
◇加東オムライス（加東市）
加東市の多くのお店で人気メニューの加東オムライス。地域に定着したデミグラスソース
のオムライス。加東市民なら誰もが一度は口にしたはずの人気メニューです。
問い合せ：加東市観光協会
TEL 0795-47-1304
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=7&lid=98
さらに、11月からは今回紹介したものを含む北播磨のグルメ、観光施設、駅を巡る
スタンプラリーを実施します。
詳細は次号で。こちらもお楽しみに。
…………………………………………………………………………………………………………………………
10月といえば、「秋まつり」
10月は北播磨各地で盛大に秋まつりが行われます！
子供たちの声と共に太鼓の音が鳴り響き、屋台たいこが練り歩く姿は圧巻です。
「秋まつり」情報はコチラから↓
http://www.kita-harima.jp/modules/piCal/index.php?caldate=2011-10-1
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ イベント情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇加藤登紀子コンサート2011（多可町）
日本一の酒米「山田錦」発祥の里・多可町。登紀子さんの素敵な歌声に酔いしれながら、
みんなで乾杯しましょう！
開催日時：平成23年10月1日（土）19：00開演（18：30開場）
開催場所：多可町文化会館・ベルティーホール
当 日 券：乾杯A席／5,500円 2階席／2,500円
問い合せ：多可町文化会館・ベルディーホール TEL 0795-32-1300
http://www.takacho.jp/verde/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇マイ箸作り体験工房（三木市）
三木の鉋を使って職人の指導で作る「マイ箸」。環境にも優しいエコな一品です。
毎日使う箸だからこそ、自分のオリジナルを作成してみませんか？
開催日時：平成23年10月1日（土）・15日（土）受付13：00～
場 所：旧玉置家住宅
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参 加 費：600円（要予約）
問い合せ：三木工業協同組合事務局 TEL 0794-82-3154
http://www.mikishi-kankou.com/tamaoki/taiken.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇シネマかさい2011「阪急電車」（加西市）
片道わずか15分のローカル線で起こる、ちいさいけれどあたたかい物語。
終着駅はきっと笑顔。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。
開催日時：平成23年10月2日（日）
開演 1）10：00～／2）14：00～／3）18：00 ※会場は30分前より
開催場所：加西市民会館文化ホール
料 金：700円（当日300円UP）
問い合せ：加西市民会館 TEL 0790-43-0160
http://www.kasaishimin-klp.com/event/20111022011.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇城下町まち歩き観光ガイド（三木市）
気軽に三木の歴史・文化を満喫できる約2時間のまち歩き。
三木に残るお寺や史跡、独特の風情を残す町屋から往時の面影を巡る
まち歩きに参加しよう！
開催日時：平成23年10月、毎週日曜日 受付13：00～
集合場所：旧玉置家住宅
参 加 費：200円
問い合せ：三木市観光協会 TEL 0794-83-8400
http://www.kita-harima.jp/modules/piCal/index.php?
smode=Monthly&action=View&event_id=0000003983&caldate=2011-10-1
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇上鴨川住吉神社・神事舞（加東市）
神事舞は、700年の永きにわたって伝え続けられてきた神事芸能です。毎年10月4日
（宵祭）・5日（本祭）の両日に五穀豊穣、無病息災を願って奉納されます。
開 催 日：平成23年10月4日（火）・5日（水）
開催場所：上鴨川住吉神社
問い合せ：加東市教育委員会・文化財担当 TEL 0795-42-5830
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=4877
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇JR加古川線ラッピング電車「滝の音、電車の音」メモリアルイベント（西脇市）
JR加古川線の電化開業を契機に、沿線市町の資源や魅力を広くPRしてきた横尾忠則氏
デザインのラッピング電車「滝の音、電車の音」が運行終了を迎えます。
そこで、運行終了記念セレモニーが行われます。運行終了に合わせて運転手への花束贈呈
などが行われます。
開催日時：平成23年10月10日（月・祝）9：34発の電車
場 所：西脇市駅
問い合せ：加古川線等利用促進・沿線地域活性化協議会
【兵庫県北播磨県民局地域振興課内】（TEL 0795‐42‐9081）
http://www.wrappingtrain.com/cgi-bin/contents.cgi?Category=01&Action=list&Sort=ba
その他、記念乗車証の配布や加古川線駅周辺店舗との協賛イベントなどが
実施されます。
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…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第4回 北条の宿はくらんかい（加西市）
まち歩きや北条鉄道まつり、北条の宿の古い街並みを利用したハンドメイド作品の展示販売など
様々なイベントが行われます。大人から子どもまで楽しめる加西の一大イベントです。
開催日時：平成23年10月15日（土）・16日（日）10：00～16：00
開催場所：北条の宿かいわい
入 場 料：無料
問い合せ：北条の宿はくらんかい実行委員会事務局 TEL 0790-42-8740
http://www.city.kasai.hyogo.jp/02kank/12houj/h23/12houj.htm
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇じば産物産展（加西市）
市内企業の製品・商品の販売と企業のPRや加西観光スポットの紹介・PR、東北被災地
の物産販売など様々なイベントが目白押しです。わくわくカーニバルinかさいの舞台
演技（仮面ライダーショーほか）もあり、大人も子供も楽しめます。
開 催 日：平成23年10月16日（日）
開催場所：加西商工会議所
問い合せ：加西商工会議所 TEL 0790-42-0416
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=8760
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇西脇市農業祭（西脇市）
西脇市内で採れた新鮮野菜の品評会・即売会、黒田庄和牛の焼き肉などが行われる農業の
祭典です。今年は兵庫県畜産共進会とにしわき産業フェスタも同時開催します。
開 催 日：平成23年10月22日（土）・23日（日）
開催場所：にしわき上比延工場公園
問い合せ：西脇市農業祭実行委員会（西脇市役所農林振興課内） TEL 0795-22-3111
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=8656
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇産フェスおの「小野市産業フェスティバル2011」（小野市）
メインステージでは、各種イベントがおこなわれ、小野市特産品の展示販売やテント村
飲食街など充実しています。また、10月21日・22日には、「北はりまビジネスフェア」
も開催され、地域の優れた企業紹介が行われます。
開 催 日：平成23年10月22日（土）・23日（日）
開催場所：小野市うるおい交流館エクラ
問い合せ：小野市産業フェスティバル実行委員会（小野商工会議所） TEL 0794-63-1161
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=8761
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇小野市1周ウォーク2011 with産フェスおの（小野市）
今年で７回目となる「小野市１周ウォーク」。今年は大池総合公園で開かれる「小野市産業
フェスティバル」と同時開催します。さわやかな秋空の下を歩きながら、ご家族、友人、
ウォーカー仲間と共に気持ちのいい汗を流しませんか？
開催日時：平成23年10月22日（土）
集合場所：ひまわりの丘公園多目的広場
参 加 費：事前申込（10月3日（月）までの申込）500円
当日までの申込（10月4日（火）以降の申込）800円 ※当日申込可能
問い合せ：小野市１周ウォーク実行委員会事務局 TEL 0794-63-2591
https://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/43/11/1/55/
…………………………………………………………………………………………………………………………
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◇第３回千ヶ峰・笠形山縦走 多可町仙人ハイク（多可町）
多可町の誇る名山「千ヶ峰」と「笠形山」を結ぶ登山道の縦走ハイクを通して、新たな観光
ＰＲと人々の交流や連帯意識の高揚を図ります。多可の天空を歩きませんか？
※申込受付終了
開催日時：平成23年10月23日（日）5：30～受付
集合場所：大屋公民館 ※雨天決行
問い合せ：多可町仙人ハイク実行委員会事務局 TEL 0795‐32‐2388
http://www.kita-harima.jp/modules/piCal/index.php?
smode=Monthly&action=View&event_id=0000003935&caldate=2011-10-1
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇トム・プロジェクト・プロデュース「あとは野となれ山となれ」（西脇市）
主婦に定年があってしかるべきだ。
赤城万里子は離婚覚悟で家を飛び出した。飛び込んだ先は、十年前から贔屓にしていた
大衆演劇の旅一座。そこにいたのは、座長の千羽旭と若い女座員が一人。そして、
三人のてんやわんやな同居生活が始まる。
開催日時：平成23年10月30日（日）15：30開演
開催場所：西脇市民会館大ホール
入 場 料：指定席一般3,500円 高校生以下2,500円
自由席一般3,000円 高校生以下2,000円 （当日500円UP）
問い合せ：西脇市民会館 TEL 0795-22-5715
http://www.nishiwaki-cs.or.jp/shiminkaikan/event/000401.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇花咲く秋のいろどりフェア（加西市）
花咲く秋のいろどりフェアと題し、ダリア展、子供の楽しみフェアなど様々なイベントを順次
予定しています。
開催期間：平成23年11月20日まで開催中 ※水曜日休園
開催場所：県立フラワーセンター
問い合せ：県立フラワーセンター TEL 0790-47-1182
http://www.flower-center.pref.hyogo.jp/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 北播磨おすすめ情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇「加古川線等絵画公募展」「北播磨の鉄道利用促進に向けたアイデア」受付終了！
前号でお伝えしました「加古川線等絵画公募展」と「北播磨の鉄道利用促進に向けた
アイデア」の受付が終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。
みなさまからの作品、アイデアを今後役立てていけたらと考えております。
ラッピング電車などの詳しい内容はコチラ↓
http://www.wrappingtrain.com/index.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇加東伝の助オフィシャルメニュー続々登場！！
加東市内に加東伝の助オフィシャルメニューが続々と登場しています！
みなさまぜひお試しください。
・加東銘水ゼリー
地元の銘水「鴨川清水」を使用し、加東特産の「やしろの桃」の果肉入りの桃ゼリーの
ほか、コーヒー、オレンジの3種を販売中です！
販売店舗：パティスリー・グーテンアペティート
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http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=9&lid=233
・伝の助うどん
全国的に有名な讃岐うどんに「山田錦の米粉」をブレンドした、加東市名産のうどんです。
讃岐の「コシ」と加東の「もっちり感」がマッチした食感が特徴。
提供店舗：加東市河高 滝野にぎわいプラザ軒先 ※11時～14時までの限定販売
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇北播磨観光ボランティアガイド
北播磨地域にはすべての地域に観光ガイド団体があります。
ガイドさんの説明に耳を傾けながらの観光はいかがですか？新しい発見がきっとみつかります！
・でんくう案内人（西脇市）
http://k-denku.com/
・ガイド・ボランティアみき（三木市）
http://mikishi-kankou.com/
・小野ガイド ひまわり（小野市）
http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/33/1/5/
・加西市歴史街道ボランティアガイド（加西市）
http://www.kanko-kasai.com/09anna/01kank.htm
・加東市観光ボランティアの会（加東市）
http://www.kato-kanko.jp/
・多可ふれあいボランティアがいど（多可町）
http://www.takacho.jp/nakafureai/gaido.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
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
「ハートにぐっと北播磨」http://www.kita-harima.jp
随時更新中！！「ハートにぐっと北播磨オフィシャルブログ」
http://plaza.rakuten.co.jp/machi28kitaharim
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 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」に関するお問合わせ
北播磨広域観光城議会（事務局：兵庫県北播磨県民局地域振興課）
machimurakoryu_02@pref.hyogo.lg.jp
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