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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を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。
あれからまもなく1 年が経とうとしています。未曾有の震災でしたが、その分たくさんの
“絆”を感じた気がします。
1年経ったからと区切りを付けることなく、これからも共にがんばりましょう！！
春はもうすぐそこまで来ています。
…………………………………………………………………………………………………………………………
「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。
今月も北播磨の旬な情報をたっぷりお届けします。
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 今月のトピックス
…………………………………………………………………………………………………………………………
桜 舞 う 季 節
春の花といえばやっぱり「桜」ですよね。桜は、冬から春にかけての寒暖差が大きいほ
ど開花が早くなるそうです。
今年の桜の見頃はいつになるでしょうか。今から楽しみですね。
北播磨にも桜の名所がたくさんあります。山田錦のお酒をお供に桜の鑑賞はいかがでし
ょうか？素敵なお花見になること間違いナシです。
桜スポットはコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/viewcat.php?cid=128
山田錦の逸品（お酒）はコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/viewcat.php?cid=15
…………………………………………………………………………………………………………………………
花 よ り 団 子
お花見の季節でも、私は“花より団子”というあなた！！
北播磨には、美味しいお菓子屋さんがたくさんあります。もちろん、今しか味わうことの
できない春限定のお菓子もあります。
あなたのお気に入りを見つけて下さいね。
北播磨の和菓子取扱店舗はコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/viewcat.php?cid=8
北播磨の洋菓子取扱店舗はコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/modules/mxdirectory/viewcat.php?cid=9
…………………………………………………………………………………………………………………………
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春を告げる甘い宝石“いちご”
春の訪れを告げる果物と言えば、いちご。甘酸っぱくてみずみずしい、春の味覚ですよね。
北播磨では「いちご狩り」が楽しめる観光農園がたくさんあります。新鮮ないちごをお腹い
っぱい堪能してください。
いちごの状況は天候によって変わります。詳しくは各農園へお問い合わせくださいね。
いちご狩りができる農園はコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/viewcat.php?cid=167
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ イベント情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第7回 小野陣屋まつり（小野市）
小野藩陣屋での町衆の民間活力による、まちづくりの故事来歴にならい、商店街に江戸町
屋風情と町衆の賑わいを再現しているおまつり。模擬店やサークル展示、夢いっぱい舞台
など、イベント内容盛りだくさんです。ぜひ、遊びに行ってみませんか。
開催日時：平成24年3月3日（土）13：00～17：00・4日（日）10：00～15：00
場 所：小野商店街他
問い合せ：小野地区地域づくり協議会事務局 TEL 0794-63-1020
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=8959
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇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24年3月3日（土）受付13：00～
場 所：旧玉置家住宅
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
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇ミキシル～三木のことをもっと知るプロジェクト～（三木市）
三木市に残る歴史文化遺産を知るイベントです。普段見慣れない歴史文化に触れ、より記憶
に残るであろう見学や体験などを通じ、訪れた人に町の魅力を伝えます。親子参加のまち歩
きスタンプラリーや歴史講演会・現地見学ツアーが開催されます。
開催日時：平成24年3月4日（日）10：30～
場 所：旧玉置家住宅他
参 加 費：無料（現地見学ツアーは要予約）
問い合せ：三木市観光振興課 TEL 0794-82-2019
http://www.mikishi-kankou.com/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇播州織総合素材展2012（西脇市）
播州織は、国内生産シェア70％以上を占める先染綿織物のブランドです。そんな播州織の
最新生地を一堂に展示します。見て、触れて産地の活力を感じて下さい。
また、播州織の里の昔懐かしい路地を巡るスタンプラリーも同時開催します！
開催日時：平成24年3月7日（水）10：00～18：00・8（木）10：00～17：00
場 所：西脇ロイヤルホテル2階
入 場 料：無料
問い合せ：西脇商工会議所 TEL 0795-22-3901
http://www.banshuori-expo.com/2012/
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…………………………………………………………………………………………………………………………
◇山田錦まつり（三木市）
灘五郷をはじめ、兵庫県や北陸地方の酒蔵から吉川の山田錦で醸した自慢の銘酒がやって
きます。お酒コーナーだけでなく、農産物・特産品の販売や餅まきなど酒の文化と地域の
人情にふれる山田錦の里・吉川の大きなまつりです。
開催日時：平成24年3月10日（土）・11日（日）10：00～16：00
場 所：山田錦の館・吉川温泉よかたん周辺
問い合せ：三木市農業振興課 TEL 0794-82-2000
http://www.city.miki.lg.jp/bunka/ymdnsk_matsuri.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第1回加西ハイク「鶉野基地に残る戦争遺産ハイキング」（加西市）
加西市・鶉野町周辺では、今も太平洋戦争当時の滑走路や防空壕、弾薬庫などの戦争遺産
を目にすることができます。鶉野平和祈念保存会の戦史担当者の案内のもと行われる初心
者向けのハイキングです。 ※要事前予約・小雨決行
開催日時：平成24年3月11日（日）9：00～
集合場所：北条鉄道法華口駅
参 加 費：300円（当日支払）
問い合せ：加西市観光案内所 TEL 0790-42-8823
http://kanko-kasai.sakura.ne.jp/01osir/osir1201/osir120131c.htm
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第19回みっきぃふれあいマラソン（三木市）
市民のふれあいを目的としたマラソン大会。年齢・性別ごとに様々なコースが用意されて
います。みんなで走ろう！ふれあいマラソン！！ ※参加申込受付終了
開催日時：平成24年3月18日（日）7：50～（受付開始）
開催場所：三木総合防災公園陸上競技場
問い合せ：みっきぃふれあいマラソン事務局 TEL 0794-89-2401
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/0/e31eda9eb60e93c3492577a000246c41?OpenDocument
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第9回おの恋ハイキング・ハートフルウォーキング
「小野アルプス縦走ハイキング」（小野市）
県立自然公園鴨池・小野アルプス・白雲谷温泉ゆぴかを巡るハイキングコースです。
小野市の名所を満喫して下さい。
開 催 日：平成24年3月24日（土）
集合場所：神戸電鉄 粟生駅
問い合せ：小野市観光協会 TEL 0794-63-1929
http://www.hyogo-tourism.jp/event/index.php?act=detail&id=8396
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇ふるさと再発見ハイキング「玉丘古墳群と埋蔵文化財」（加西市）
播磨国風土記に記された根日女の恋伝説を伝える「玉丘古墳」。今回はこの玉丘史跡古墳
群と埋蔵文化財整備室を見学します。加西市学芸員の案内のもと行われる初心者向けのハ
イキングです。 ※要事前予約、小雨決行
開催日時：平成24年3月24日（土）9：30～
集合場所：加西市役所駐車場南側バス停
参 加 費：300円（当日支払）
問い合せ：加西市観光案内所 TEL 0790-42-8823
http://kanko-kasai.sakura.ne.jp/01osir/osir1201/osir120131e.htm
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…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第27回翠明湖マラソン（多可町）
本大会も今年で27回目。翠明湖畔の透明感あふれる美しい自然を眺めながら、健康づくり
に！仲間とのふれあいに！あなたも走ってみませんか？マスコットキャラクター「スイッピ
ー」も大会を盛り上げます。 ※要事前予約、雨天決行
開催日時：平成24年3月25日（日）8：00～
場 所：糀屋ダム管理所翠明湖周遊コース
問い合せ：翠明湖マラソン実行委員会事務局 TEL 0795-32-5122
http://www.takacho.jp/suimeiko/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇三木合戦・歴史探訪ウォーキング（三木市）
三木の文化遺産の付城見学と歴史講演会を盛り込んだウォーキングコースです。
三木の歴史を肌で感じてみませんか。
開催日時：平成24年3月25日（日）9：30～
集合場所：三木市文化会館駐車場
参 加 費：1,500円（お弁当代）
問い合せ：ボランタリー活動プラザみき TEL 0794-83-0090
http://www.kita-harima.jp/modules/piCal/index.php?
smode=Monthly&action=View&event_id=0000005079&caldate=2012-3-1
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第7回播中あるこうかい（加東市）
播磨中央公園四季の庭をスタートし、春の園内を散策します。
リニューアル中の「ばら園」を楽しみませんか。 ※雨天決行
開催日時：平成24年3月25日（日）9：30～
集合名所：播磨中央公園・四季の庭「ファンタジーロード」入口
参 加 費：500円
問い合せ：播磨中央公園管理事務所 TEL 0795-48-5289
http://www.hyogo-park.or.jp/harima/contents/news/index.php?mode=view&cd=3362
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ お知らせ
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇フラワーセンター・リニューアル工事のお知らせ
県立フラワーセンターは開園して35年が経過し、園内施設も老朽化が目立ち始めたことから、
リニューアル工事を行うことになりました。
工事に伴い、「温室喫茶」「おみやげの店」は休業させていただいております。温室はリニュー
アル工事の状況によって見学いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、工事期間中は入園料を半額とさせていただき、入園は北入口からとなります。
何かとご不便をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願
いいたします。
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/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇「ハートにぐっと北播磨ご当地グルメスタンプラリー～鉄道利用Wチャンス編～」終了！
昨年11月から始まりました「ハートにぐっと北播磨ご当地グルメスタンプラリー～鉄道利用
Wチャンス編～」が2月29日（水）をもって終了いたしました。応募ハガキは3月5日（月）
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の消印有効なので、手元にまだ残っている方は急いで下さいね。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
厳正なる抽選を行い、当選者を決定いたします。当選者は賞品の発送をもってかえさせて頂きま
すので、ご了承ください。
賞品や参加店舗などの情報はコチラから↓
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/singlelink.php?cid=189&lid=405
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 北播磨おすすめ情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇西脇情報未来館21 Spring Fair
春夏向けの生地が入荷する3月に、毎年好評のフェアを開催します。
期間は3月1日（木）～31日（土）です。
フェア中にシャツを注文されると、オプションボタンまたはネーム刺繍が無料です！
3月7・8日は播州織総合素材展の見物と合わせて、是非お越しください。
問い合せ：西脇情報未来館21 TEL 0795-25-0077
http://www.umekichi-tmo.jp/mirai/info/index.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇三木山森林公園 BBQ広場オープン
三木山森林公園では、3月17日（土）より、いよいよバーベキュー広場がオープンします。
昨年同様、たくさんの方に楽しんでご利用いただけるよう、メニューや利用内容を変更しま
した。只今、予約受付中です。ご利用の際は、お電話にて事前予約をお願いいたします。
問い合せ：三木山森林公園管理事務所 TEL 0794-83-9100
http://www.kita-harima.jp/modules/xdirectory/singlelink.php?lid=210
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇北播磨観光ボランティアガイド
北播磨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よ！
・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

2012/03/01

6 / 6 ページ

…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 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
北播磨広域観光協議会（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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