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三草ふれあい広場
差出人:
日時:
宛先:
件名:

"北播磨広域観光協議会 mag2 0001151596" <mailmag@mag2.com>
2012年7月1日 10:00
<i-mikusa@telenet.tv>
7月号 Ｖｏｌ，27

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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」７月号 vol.27
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆2012．7．1発行
◆◆◆
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。
いよいよ夏本番です。木陰が恋しい季節ですが、暑さに負けないようにしましょう！
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
…………………………………………………………………………………………………………………………
夏・夏・夏！
北播磨で体験の夏！遊びの夏！！食欲の夏！！！
今年の夏休みはどこへ行こうか迷っているあなた！北播磨で思いっきり遊びませんか？
北播磨地域には家族で楽しめるレジャー施設がたくさんあります。
是非こちらを参考に、夏休みの計画を立ててくださいね。夏を満喫しましょう！
◇キャンプ場
北播磨にはたくさんのキャンプ場があります。
自然あふれる環境の中で思いっきりアウトドアを楽しみましょう。
・西脇市日本のへそ日時計の丘公園（西脇市）
・西脇市立青年の家（西脇市）
・三木ホースランドパーク：エオの森（三木市）
・グリーンピア三木（三木市）
・古法華自然公園（加西市）
・やしろ鴨川の郷（加東市）
・エコミール加美[青年の家]（多可町）
・なごみの里 山都（多可町）
・ココロン那珂（多可町）
・ハーモニーパーク（多可町）
・ネイチャーパークかさがた（多可町）
◇プール
夏の一番人気は、やっぱり爽やかなプール。
暑さをしのぎながら思いっきり遊びましょう！
【屋外】
・グリーンピア三木（三木市） 6/30（土）オープン
・東条湖おもちゃ王国[アカプルコ]（加東市） 7/7（土）オープン
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【屋内】
・小野市総合体育館アルゴ・大池総合公園（小野市）
・エコミール加美[青年の家] （多可町）
◇アイスクリーム
暑～い日には冷た～いアイスクリームが美味しいですよね！
アイスクリーム作りを体験できる施設もあります。
・アイスクリーム工房BOSS&MOM（三木市） 体験可
・ジェラテリアふれっしゅあぐり館（多可町） 体験可
・あまぐり・ジェラート万寿庵（三木市）
・共進牧場レストランミルカーズ（小野市）
・イタリアンジェラートの店パスコロ（加東市）
・ブリランテ（加東市）
詳しくはコチラ↓
http://www.kita-harima.jp/

…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ イベント情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇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7月7日（土）・21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 TEL 0794-82-3154
http://www.mikishi-kankou.com/tamaoki/taiken.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇ラベンダーフェスタ2012（多可町）
ラベンダーが咲き誇った園内で、吹奏楽演奏やハーブの体験教室など様々な
イベントが行われます。
入園料500円 体験教室は有料や要予約あり
詳しくは ラベンダーパーク多可までお問い合わせください。
開催日時：平成24年7月8日（日）
場 所：ラベンダーパーク多可
問い合せ：ラベンダーパーク多可 TEL 0795-36-1616
http://www.lavender-park.jp/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第4回七夕ゆかたまつり2012（西脇市）
夏の恒例となった「七夕ゆかたまつり」が、播州織工房館周辺で開催されます。
ゆるキャラ「にっしー」と写真を撮ったり、パッチワーク展や播州織商品の販売など
様々なイベントが行われます。
開催日時：平成24年7月8日（日）10：00～16：30
場 所：旧来住家住宅、播州織工房館
問い合せ：西脇TMO TEL 0795-23-9119播州織工房館 TEL 0795-22-3775
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http://www.umekichi-tmo.jp/index.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第14回 あなたが主役フェスティバル（西脇市）
主役は のど自慢のあなた 舞踊やダンスなどが自慢のあなた
あなたが主役の大ステージです。 ステージの他に手作り趣味の市や
100金遊び市の縁日など 楽しいことがいっぱいです。
開催日時：平成24年7月15日（日）9：30～16：30
場 所：西脇市民会館
問い合せ：西脇市民会館 TEL/FAX 0795-22-5715
http://www.nishiwaki-cs.or.jp/shiminkaikan/event/000444.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇本要寺・夏の義民祭（三木市）
本要寺では7月18日に法要と古文書を虫干しし、「夏の義民祭」を執り行っています。
また、大西与三右衛門の墓がある本長寺では１２月８日に法要と共に「冬の義民祭」を
執り行っており、二人の功績をたたえています。
開催日時：平成24年7月18日（水）10：00～15：30
開催場所：本要寺
問い合せ： 三木市市民協働課 TEL 0794-89-2311
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/B4898F21120C35F249256DC800213162?OpenDocument
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇平池公園夏のフェスティバル（加東市）
水性植物の平池公園を舞台に地域住民が一体となって繰り広げられる夏のフェスティバル。
各種団体によるコンサートやよさこい踊り、打上花火などが行われ、約50の夜店が軒を連ねます。
開 催 日：平成24年7月21日（土）
場
所：平池公園
問い合せ：加東市地域振興課 TEL 0795-47-1304
http://katokodawari.katosci.or.jp/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第8回はすまつり（三木市）
善祥寺では約350種類の蓮が大輪を咲かせ、涼しげな雰囲気を漂わせています。
境内で行われるはすまつりは、花供養のほか、蓮茶、象鼻杯接待などが行われます。
開 催 日：平成24年7月22日（日）
開催場所：善祥寺 白蓮華園 10：00～
問い合せ：三木市観光協会 TEL 0794-83-8400
http://mikishi-kankou.com/

…………………………………………………………………………………………………………………………
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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「ひまわり鑑賞ウォーク」（小野市）
約3.4haの休耕田を利用して約50万本のひまわりが咲き誇ります。
元気に咲くひまわりを鑑賞しながら歩いてみませんか。
神戸電鉄小野駅→大池総合公園→ひまわりの丘公園→広渡廃寺跡歴史公園→
大池総合公園（解散）→神戸電鉄小野駅
開 催 日：平成24年7月28日（土） ※雨天中止
集合場所：大池総合公園（集合場所）
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=8397
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇三木さんさんまつり（三木市）
花火大会 みっきい夏まつり
4年ぶりの花火大会が装いもあらたに みっきい夏まつりとして帰って来ました
今年は 三木さんさんまつりと同時開催で 三木の夏を盛り上げていきます。
歩行者天国の踊りにパレード、フリーマッケット、防災公園のステージ、花火など。
開 催 日：平成24年7月28日（土） ※雨天29日（日）に順延
集合場所：三木さんさんまつり 三木市緑が丘中央幹線の歩行者天国一帯
：三木防災公園 ステージ会場
問い合せ：三木市観光協会 TEL 0794-89-2353
http://www.city.miki.lg.jp/index3.html
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第7回真夏の雪合戦（加西市）
毎年恒例の真夏に行う雪合戦。今年も熱くて冷たい夏がやってくる！
今年は開催7回目 ラッキー7大会と乞うご期待です。
開催日時：平成24年7月29日（日）9：00～19：45 ※雨天決行
場 所：伊東電機丸山グラウンド 加西市朝妻町
問い合せ：加西商工会議所青年部 TEL 0790-42-0416
http://www.kasaicci.or.jp/yeg/yukigassen/
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆ 北播磨おすすめ情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇三木木工ものづくり 体験コンテスト 参加者募集！
金物の産地である三木市において、木工ものづくり体験コンテストを開催します。
用意している材料を使ってオリジナルの木工製品を作っていただきます。
開 催 日：平成24年7月14日（土）・15日（日）
会 場：かじやの里メッセみき
定 員：一般部門 15名、ファミリー・子供部門 15名
参 加 費：一般部門 2,000円、ファミリー・子供部門 1,000円
申込締切：平成24年7月9日（月） ※ただし、定員になり次第締め切り
申込方法などはコチラ↓
http://www.mikicci.or.jp/
※作品は 7月16日（月・祝）10：00～14：00
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コンテストで作品を投票。体験コーナーやスイーツ販売などイベントもたくさん！
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆北播磨おいしんぼ館情報
…………………………………………………………………………………………………………………………
◇第31回 元町夜市
7月24日（火）元町1丁目から６丁目までの商店街において
恒例の元町夜市が開催されます。 今回は4月にオープンしましたアンテナショップ
「北播磨おいしんぼ館」の前で 北播磨の市町村ブースを設置。北播磨のグルメやＰＲを
展開していきます。 北播磨のステージもありますので是非 遊びにお越しください。
開催日：平成24年7月24日（火）18：00ごろより
会 場：元町商店街6丁目「北播磨おいしんぼ館」前

…………………………………………………………………………………………………………………………

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
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