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東北地方太平洋沖地震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。
…………………………………………………………………………………………………………………………
「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。
紫陽花の花が美しい季節になりました。梅雨に負けず、元気にいきましょう！
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
…………………………………………………………………………………………………………………………
北播磨のホタルを見に行こう！！
北播磨ではたくさんのホタルを鑑賞することができます。
ホタルの見頃は、5月下旬～6月下旬頃です。ホタルは風のない蒸し暑い夜に多く飛びます。
多く飛ぶ時間は日没から30分経過し、あたりが暗くなった頃から1時間ぐらいだと言われて
います。幻想的なホタルの乱舞に癒されてみませんか？
■おすすめスポット
≪八千代町俵田「八千代町ホタルの宿路」>>
所在地 兵庫県多可町八千代区俵田 野間川沿い 6月9日には俵田ホタル祭り開催。
見 頃： ５月下旬～６月中旬・ゲンジボタル
開 園: ２４時間
休 み: 無休
入場料: 無料
駐車場 無料・ほたる鑑賞期には臨時駐車場を設置
アクセス 中国自動車道｢加西ICから県道24号線を中町方面へ進み、
途中34・143号へ入り八千代町役場方面へ。
JR西脇市駅から神姫バスで約30分「俵田」下車
≪西脇市中畑のホタルの宿>>
所在地 兵庫県西脇市中畑町
中畑工場公園、中畑公民館、双葉小学校周辺の畑谷川沿い
見 頃: ５月下旬～６月中旬・ゲンジボタル
開 園: ２４時間
休 み: 無休
入場料: 無料
駐車場: 無料 （中畑工場公園ほたるの宿周辺に臨時駐車場を設置）
アクセス JR加古川線日本へそ公園駅から徒歩約１時間
神姫バス原の橋バス停、足丸バス停下車徒歩５分
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※ 6月2日は、ほたるまつりが午後2時から行われています。ほたる鑑賞会は午後8時。
≪門柳川流域・西脇市日本のへそ日時計の丘公園付近 西脇市≫
『ほたるの宿路』として川沿いに整備された遊歩道では、間近に観賞できるホタルの乱舞を
見ることができます。
見 頃：6月上旬～中旬
場 所：西脇市黒田庄町門柳871－14
問い合せ：西脇市日本のへそ日時計の丘公園 TEL 0795-28-4851
≪伽耶院 三木市≫
国の重要文化財・伽耶院の前を流れる川では5月下旬頃からホタルの乱舞が観察できます。
見 頃：5月下旬～6月下旬 ゲンジボタル
場 所：三木市志染町大谷410
問い合せ：伽耶院 TEL 0794-83-8400
≪大谷山荘 加西市≫
古民家を改修した貸別荘「大谷山荘」自然のホタルを観賞。
郷土芸能河内音頭、琴演奏、地域の方々による軽食の夜店（有料にて販売）等あります。
開 催 日：平成24年6月9日（土）17：00～21：00
雨天の場合は6月16日（土）
場 所: 加西市上道山町公会堂近く 大谷山荘
問い合せ： 権現ホタルを育てる会 （金澤様） TEL 0790-44-0057
≪なか・やちよの森公園 多可町≫
里山の草玩具づくりとホタル観賞会
笹や松、ツバキの葉っぱで笹舟や虫籠を作って遊び、日が暮れたらホタル観賞します。
定員30名ほど 小学生以下は保護者同伴、参加費200円
開催日時：平成24年6月9日（土）16：00～21：00 雨天中止
開催場所：なか・やちよの森公園内
申込・問い合せ：なか・やちよの森公園 TEL 0795-30-0050
☆ホタルの飛ぶ時期は気象条件や環境状況により変わりますので、ホタル観賞
へお出かけの際にはホタルの発生状況を確認してからお出かけくださいね☆

…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ イベント情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇ラベンダーパーク多可オープニングイベント（多可町）
開催日時：平成24年6 月3日（日）10：00～
場 所：ラベンダーパーク多可 （多可町加美区轟）
問い合せ：ラベンダーパーク多可 TEL0795-36-1616
http://www.lavender-park.jp/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇県立播磨中央公園「ばらまつり」（加東市）
約95品種、2500本を栽培し、園内では鉢植えのバラやバラの花をあしらったグッズの
販売。喫茶店ではバラ紅茶も提供しています。入園無料

2012/06/09

3 / 5 ページ

開催日時：平成24年6 月3日（日）まで 9：00～17：00
場 所：県立播磨中央公園
問い合せ：県立播磨中央公園 TEL0795-48-5289
http://www.hyogo-park.or.jp/harima/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第3回駅長ハイク 出雲神話の神出の里コース（三木市）
三木の神鉄緑が丘駅から約7キロのコースです。新緑の山で自然を満喫してみませんか？
緑が丘駅→雄岡山→雌岡山→小林池→志染駅
※交通は 神戸電鉄、JR加古川線利用が便利です。
開催日時：平成24年6 月9日（土） 10：00～
場 所：神鉄 緑が丘駅
問い合せ：神鉄コミュニケーションズ 078-521-0321（平日9時～17時30分）
神鉄グループ総合案内所 078-592-4611 (月～土曜日7時～20時、
日・祝日 9時～18時)
◇第2回かさいハイキング

ギネス認定地球儀と古墳巡りコース（加西市）

玉丘史跡公園には5世紀前半に築造され、恋物語を播磨風土記に記された根日女の恋伝説を伝える
玉丘古墳は全国的にも稀で6基の古墳が点在して、古代歴史の浪漫が漂う公園です。
丸山公園のギネス認定の地球儀と史跡を巡る約12キロのハイキングです。
開催日時：平成24年6月16日（土） 10：30～
場 所：北条鉄道 播磨横田駅
問い合せ：神鉄コミュニケーションズ 078-521-0321（平日9時～17時30分）
神鉄グループ総合案内所 078-592-4611 (月～土曜日7時～20時、
日・祝日 9時～18時)
http://www.shintetsu.co.jp/tetsudou/hiking/schedule/index.html#s1206
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇あじさい祭り（西脇市）
都麻乃郷あじさい園は、西林寺境内の一角にあり、10万本ものあじさいが咲き誇る北播磨地区
最大規模のあじさい園です。あじさい園は7月8日（日）まで開園予定です。
園内にはお茶席が設けられており、あじさいを鑑賞しながらお茶を味わうことが出来ます。
園の周辺では露店があり、大勢の人でにぎわいます。
開 催 日：平成24年6月10日（日） 9：00～17：00
場 所：都麻乃郷あじさい園
問い合せ：西脇市観光協会 TEL 0795-22-3111
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇ハワイアンとフラダンス（三木市）
ハワイアン音楽とハワイアンフラダンスのコラボ。南の島のゆったりとした音楽や華やかな空間を
ぜひ感じてお楽しみください。※幼児の入場はできません。要予約、入場料500円
開催日時：平成24年6月16日（土） 14：00～16：00 受付会場13：30～
開催場所：兵庫県立三木山森林公園 森の文化館・音楽ホール
予約・問い合せ：兵庫県立三木山森林公園 TEL 0794-83-6100
info@mikiyama.net
…………………………………………………………………………………………………………………………
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◇第5回おの恋ハイキング・ハートフルウォーキング（小野市）
「12周年記念浄土寺裏山あじさいウォーク」
ハイキングコースの途中に立ち寄る国宝・浄土寺では裏山四国八十八ヶ所のあじさいがちょうど
見頃を迎えます。美しく咲くあじさいを鑑賞しながら歩いてみませんか？
開催日時：平成24年6月23日（土） 9：00～
集合場所：大池総合公園（神鉄 小野駅下車北へ約1.5キロ）
問い合せ：小野市観光協会 TEL 0795-63‐1929
http://www.city.ono.hyogo.jp/kanko/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇体験教室「播州織で布ぞうりつくり」（多可町）
色とりどりの播州織の布を使って人気の布ぞうりを作る体験教室です。
開催日時：平成24年6月23日（土）10：00～15：00
場 所：なか・やちよの森公園 湖畔の広場
参 加 費：500円（20名程度）
問い合せ：なか・やちよの森公園運営協議会 TEL 0795-30-0050
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆北播磨おいしんぼ館発・北播磨バスツアー
…………………………………………………………………………………………………………………………
北播磨おいしんぼ館の顧客を対象に、北播磨地域の魅力を発信するバスツアーです。
北播磨の食や自然を満喫してください。
北播磨おいしんぼ館の出荷団体である「ようしょう会」「企業組合彩雲」の活動拠点である
三木市の山田錦の館を訪問するほか、小野市の国宝「浄土寺」や３月にオープンしたばかりの
「きよたにいっぷく堂」で地産地消の夕食を楽しんだ後、多可町のホタルを鑑賞します。
ツアー名：北播磨・ホタルと国宝「阿弥陀三尊立像」癒し旅
実 施 日：平成２４年６月１３日（水）
出 発 地：神戸駅北側湊川神社前 １３：３０出発
申込、問い合せ：神姫観光・社支店 電話 ０７９５－４２－６５６５
ツアー料金：３，７００円
※詳しくは北播磨おいしんぼ館にあるチラシやポスターをご覧ください。
行程予定
時間
13:30

行程
神戸湊川神社前集合

15:00～15:30

山田錦の館（買い物）

16:00～17:00

浄土寺（ボランティアガイドが案内）

17:00～18:00

きよたにいっぷく堂（夕食）

19:00～20:00

フロイデン八千代（ビデオ鑑賞）

20:00～21:00

ホタルの宿路散策

22:30頃

神戸湊川神社解散
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…………………………………………………………………………………………………………………………
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）
info@kita-harima.jp
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