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ハートにぐっと北播磨

私たちは、鉄道をみんなで守り
育てる活動をしています。
※掲載内容は3月8日時点のものです。新型コロナ感染症の影響
　により開催の可否等は変更となる可能性がありますので、詳細は
　各イベント主催者にお問い合わせください。



J R加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道  沿線ガイド 2023  春号

沿線イベント
❶ うれしのまるごとギャラリー展【Ⅱ期】
開催中～６月23日(金) 9時～17時
施設内の廊下壁面及び展示用ショーケースを活用した作品展示スペース「うれしのまるごとギャラ
リー」を設け、絵画、写真、書、木彫、陶芸等県民の美術作品発表の場をつくるとともに、センター利
用者の学びやひとときのやすらぎの場を提供する。

■場　　所：嬉野台生涯教育センター　■最寄駅等：JＲ社町駅から路線バス約20分
■お問い合わせ先：公益財団法人兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター
　　　　　　　　　生涯学習企画調整担当　TEL ： ０７９５－４４－０７１４

――――――――――――――――――――――
❷ チューリップまつり2023
3月18日(土)～4月30日(日)  
350品種16万株の色とりどりのチューリップが咲き誇る

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、
　　　　　　又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
❸ 日岡山公園ぼんぼりライトアップ
３月18日（土）～５月７日（日） 18時～21時
日岡山公園は約1,000本の桜が咲き誇る花見の名所です。公
園内では約300本の「ぼんぼり」で桜をライトアップします。

■場　　所：日岡山公園　
■最寄駅等：JR日岡駅から徒歩10分
■お問い合わせ先：加古川市産業振興課観光振興係
　　　　　　　　　TEL ： 079-424-2190

――――――――――――――――――――――
❹ 山田錦日和
３月３１日（金）～４月２日（日）
１０時～１６時
山田錦による山田錦のための山田錦マルシェ

■場　　所：白雲谷温泉 ゆぴか　■最寄駅等：JR市場駅から徒歩２０分
■お問い合わせ先：山田錦日和実行委員会事務局　TEL ： 0794-64-5588

――――――――――――――――――――――
❺ さくらまつり
３月下旬～４月上旬
北播磨地域有数の桜の名所である桜の園では、約1000本のソ
メイヨシノが咲き乱れ、毎年たくさんの花見客でにぎわいます。
https://www.hyogo-park.or.jp/harima/

■場　　所：桜の園　■最寄駅等：JR滝野駅から徒歩20分
■お問い合わせ先：播磨中央公園管理事務所　TEL ： 0795-48-5289

――――――――――――――――――――――
 ❻ おの桜づつみ回廊夜桜ライトアップ
４月１日（土）～７日（金） 18時～21時
※開花状況等により変更する場合有
全長約4㎞、約650本の桜並木は西日本最大級。昼間の華やか
な雰囲気とは一味違う桜のライトアップをお楽しみください。
https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiiki
shinkobu_machizukurika/gyomuannai/4/3_1/9725.html

■場　　所：粟田橋東詰めから北に約350ｍ区間
■最寄駅等：JR・神戸電鉄・北条鉄道 粟生駅から徒歩約15分
■お問い合わせ先：小野市地域振興部まちづくり課都市整備係
　　　　　　　　　TEL ： 0794-63-1000（代）

❼ チューリップ品種展
４月１日(土)～２３日(日)
百合咲き、八重咲き、フリンジ咲きなど、色々な品種のチュー
リップを集めて展示

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター友愛の道
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
❽ さくらふらいと2023
４月1日(土)・2日(日)
４月8日(土)・9日(日)
さくらの開花に合わせて気球のフライトを行います。

■場　　所：加西市上空
■最寄駅等：北条鉄道 法華口駅・長駅・播磨下里駅
■お問い合わせ先：加西市文化・観光・スポーツ課
　　　　　　　　　TEL ： 0790-42-8756

――――――――――――――――――――――
❾ 北条鉄道
さくらまつり2023
4月2日（日） 10時～14時
キハ40を中心としたさくらまつりを開催します。

■場　　所：北条鉄道 北条町駅
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅
■お問い合わせ先：北条鉄道㈱ 総務企画部　TEL ： 0790-42-0036

――――――――――――――――――――――
10 うれしの生活創造プラザ
ギャラリー展【Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期】
［Ⅰ期］ ４月4日(火)～4月30日(日)
［Ⅱ期］ ５月3日(水)～６月１6日(金)
［Ⅲ期］ ６月２０日(火)～７月３１日(月)
各9時～17時
施設内に設置されている「うれしの生活創造プラザ」の展示スペースを活用し、地域の情報や県民の学
習成果の発表の場となるよう
　・[Ⅰ期]在田久雄「切り絵」作品展
　・[Ⅱ期]藤原貴実代「鉛筆画」作品展
　・[Ⅲ期]田中文代「色鉛筆画」作品展
を開催する。

■場　　所：嬉野台生涯教育センター　■最寄駅等：JＲ社町駅から路線バス約20分
■お問い合わせ先：公益財団法人兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター
　　　　　　　　　生涯学習企画調整担当　TEL ： ０７９５－４４－０７１４

――――――――――――――――――――――
11 風土記の里体験ウォーク
～ハリマ王 「葉にんにく」収穫体験コース～
４月12日（水） １０時4５分集合　※雨天中止
播磨下里駅→北本ファーム→播磨横田駅（約6キロ）
先着30名（先着順）。体験料1,000円。持ち物：軍手・ビニール袋。3月14日（火）より受付開始。

■場　　所：北条鉄道 播磨下里駅　■最寄駅等：北条鉄道 播磨下里駅
■お問い合わせ先：一般社団法人 加西市観光協会　TEL ： 0790-49-8200

――――――――――――――――――――――
12 やなせ苑桜づつみ
４月中旬～下旬 

850ｍの桜並木、35種類260本の八重桜が咲き誇ります。
https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiiki
shinkobu_machizukurika/gyomuannai/4/3_1/3314.html

■場　　所：小野市黍田町 加古川上流浄化センター内
■最寄駅等：JR市場駅から徒歩約3分
■お問い合わせ先：小野市地域振興部まちづくり課都市整備係
　　　　　　　　　TEL ： 0794-63-1000（代）



13 企画展「端午の節句飾り」
４月１５日(土)～５月２１日(日)
男の子の成長を願って、家庭で飾られた明治から現在に至る端
午の節句人形を一堂に展示します。
https://www.city.ono.hyogo.jp/sisetu/kokokan.html

■場　　所：小野市立好古館
■最寄駅等：神戸電鉄 小野駅から徒歩３分
■お問い合わせ先：小野市立好古館
　　　　　　　　　TEL ： 0794-63-3390

――――――――――――――――――――――
14 第57回JBCF 西日本ロードクラシック
４月１５日(土)・１６日（日）
兵庫県立播磨中央公園内を自転車が駆け巡るイベントです。前
回開催時は一周7キロのコースを20周する140キロのコース
を12チーム80人が走りました。大迫力のレースを間近で観戦
することができます。

■場　　所：兵庫県立播磨中央公園　
■最寄駅等：JR滝野駅から徒歩約15分　
■お問い合わせ先：一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟(ホームページから問合可）

――――――――――――――――――――――
15 春の自転車まつり
4月1６日（日）
自転車の楽しさをみなさんに伝えるべく令和5年度から新規に開催。当日はキッチンカー等がやっ
てくるほか、日本を代表するBMXプレイヤーがその技術を披露します。当日は同公園で第５７回
JBCF西日本ロードクラシックが開催されます。

■場　　所：兵庫県立播磨中央公園
■最寄駅等：JR滝野駅から徒歩約15分
■お問い合わせ先：加東市産業振興部商工観光課　TEL ： 0795-43-0530

――――――――――――――――――――――
16 アピカ児童合唱団・混声Còroアピカ
第8回定期演奏会
４月１６日（日） １３時３０分～１５時３０分　  

３年ぶりに開催のアピカ児童合唱団・混声Còroアピカの定期演奏会です。演奏はライツ室内管弦楽
団チェンバープレイヤーズ。日頃の練習の成果をぜひお聴きください。児童合唱団は子どもミュー
ジカルを演じます。入場料：2,000円、中学生以下1,000円

■場　　所：西脇市市民交流施設「オリナスホール」
■最寄駅等：JR西脇市駅から神姫グリーンバス西脇市役所（西脇営業所）方面行、
　　　　　　西脇市役所（西脇営業所）下車すぐ　所要時間13分
■お問い合わせ先：西脇市立音楽ホール「アピカホール」　TEL ： 0795-23-9000

――――――――――――――――――――――
17 比也野里高嶋たけのこ収穫祭
４月22日（土） 10時～12時頃
料亭にも提供されていた高嶋たけのこの収穫体験やたけのこごはんが
味わえます。たけのこのお持ち帰りも可能。料金等詳細は観光物産協会
ホームページをご確認ください。（要予約）

■場　　所：西脇市高嶋町公民館周辺
■最寄駅等：JR比延駅から徒歩約15分
■お問い合わせ先：西脇市観光物産協会　
　　　　　　　　　TEL ： 0795-22-3111

――――――――――――――――――――――
18 鯉鯉（こいこい）まつり
4月22日(土)～5月30日(火)
端午の節句を祝い、園内各所に寄贈を受けた約200匹の「鯉のぼり」
が春の青空を泳ぐ。また、姫路市香寺町にある日本玩具博物館所蔵の、
昭和初期～中期に制作された貴重な「甲冑飾り」を大温室に展示

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、
　　　　　　又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com
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19 第27回 「アピカ・フレッシュコンサート」
４月23日（日） 14時～16時
地元出身で音楽系大学を卒業したみなさんの、今後の活動を応援するコンサートです。若さみなぎ
る演奏をお聴きください。入場料：1,000円。出演者：光枝優（ピアノ）ほか。

■場　　所：西脇市立音楽ホール「アピカホール」　
■最寄駅等：JR西脇市駅から神姫グリーンバス山寄上方面行、
　　　　　　西脇（アピカ）下車すぐ　所要時間10分
■お問い合わせ先：西脇市立音楽ホール「アピカホール」　TEL ： 0795-23-9000

――――――――――――――――――――――
20 化石レプリカセミナー
「アンモナイトをつくろう！」
4月23日（日） 13時30分～15時30分
恐竜が生きていた時代、海の中にはどんな生き物たちがいたの？
アンモナイトについて学び、実際に復元模型を作ってみよう！
定員12名　事前予約制　受講料500円

■場　　所：丹波竜化石工房「ちーたんの館」　
■最寄駅等：JR谷川駅からタクシーで約５分
　　　　　　JR久下村駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：丹波竜化石工房「ちーたんの館」　
　　　　　　　　　ＴＥＬ ： 0795-77-1887

――――――――――――――――――――――
21 花とみどりのフェスティバル
4月28日（金）・29日（土・祝） 10時～15時
「花とみどりの加古川、やすらぎと潤いのあるまちづくり」をテーマに、緑化推進ポスター・標語の展
示やガーデンショップ、体験学習などのイベントを開催します。
（㊟28日、29日のみのイベントあり）

■場　　所：日岡山公園　■最寄駅等：JR日岡駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：加古川市・花とみどりのフェスティバル実行委員会
　　　　　　　　　（事務局：加古川市公園緑地課内）
　　　　　　　　　TEL ： 079-427-9271　TEL ： 079-426-6710（開催当日）

――――――――――――――――――――――
22 頼政祭
４月29日（土・祝） 9時30分～12時頃
平安時代の武将、源頼政ゆかりの地で開催されるまつりです。
弓の名手・歌人である源頼政にちなみ、弓道の演武や詩吟等が
行われます。

■場　　所：長明寺（高松町）　
■最寄駅等：JR西脇市駅から徒歩20分
■お問い合わせ先：西脇市まちづくり課
　　　　　　　　　ＴＥＬ ： 0795-22-3111

――――――――――――――――――――――
23 新緑・こどものまつり
5月3日（水）～5日(金) 10時～16時
お子様に人気のいどう動物園など楽しいイベントをご用意して
おります。
https://www.hyogo-park.or.jp/harima/

■場　　所：芝生広場　
■最寄駅等：JR滝野駅から徒歩20分
■お問い合わせ先：播磨中央公園管理事務所
　　　　　　　　　TEL ： 0795-48-5289

――――――――――――――――――――――
24 花まつり鮎まつり
５月３日（水）
花まつり鮎まつりは、加東市を代表するまつりのひとつで、観光シーズ
ンの到来を告げる伝統ある行事です。重要文化財である銅造如来坐
像や日本一幅善導大師自画像の公開、伝統と文化に親しめる花まつり
と、北播磨で最も早くに行われる花火大会など、たくさんの楽しさを盛
り込む鮎まつりに分かれています。

■場　　所：①花まつり：五峰山光明寺
　　　　　　②鮎まつり：闘竜灘周辺　
■最寄駅等：①花まつり：JR滝野駅からタクシー約5分
　　　　　　②鮎まつり：JR滝駅から徒歩約5分
■お問い合わせ先：加東市花まつり鮎まつり実行委員会
　　　　　　　　　（事務局：加東市産業振興部商工観光課）　
　　　　　　　　　TEL ： 0795-43-0530



25 第25回踊っこまつり
前夜祭  ５月３日（水・祝） 17時～20時
本　祭  ５月４日（木・祝） 10時～20時３０分
ゴールデンウイークの恒例イベント・踊っこまつり。4つの会場
で、全国から集まる踊り子たちが熱気あふれる華やかな踊り
を展開します。加古川市や近隣市町のご当地グルメの出店も
あり、出演者のみならず観客も楽しめる催しです。

■場　　所：加古川市役所前広場ほか
■最寄駅等：JR加古川駅から徒歩約20分、又はかこ
　　　　　　バス「市役所前」停留所から徒歩すぐ
■お問い合わせ先：特定非営利活動法人踊っこまつり振興会　TEL ： 079-436-4351

――――――――――――――――――――――
26 吹奏楽コンサート
5月3日(水・祝)～5日(金・祝)
地元中学生、高校生等による吹奏楽コンサートを開催

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター芝生広場
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、
　　　　　　又はコミュニティーバス約20分  フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
27 こどもプラザあそびのマルシェ
5月4日（木・祝） 13時30分～15時30分
家族や友だちと、跳ぶ、走る、転がる、作る、並べる、積む、観るな
ど、様々な遊びの体験が楽しめます。

■場　　所：西脇市茜が丘複合施設みらいえ
■最寄駅等：JR西脇市駅から徒歩約15分
■お問い合わせ先：西脇市こどもプラザ
　　　　　　　　　TEL ： 0795-25-2801

――――――――――――――――――――――
28 第七回加西能
5月4日（木・祝）
日本を代表する能楽師・野村萬斎らによる能・狂言の舞台やこど
も狂言塾生による新作狂言「根日女」を上演します。

■場　　所：加西市民会館文化ホール　■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅
■お問い合わせ先：加西市文化・観光・スポーツ課　TEL ： 0790-42-8773

――――――――――――――――――――――
29 うれしの春のフェスティバル2023
５月４日（木・祝） 10時～15時
芸術・文化に関するステージ発表、模擬店、ひょうご冒険教育
（HAP）体験、スタンプラリー、工作教室、作品展示などのイベ
ントを実施します。

■場　　所：嬉野台生涯教育センター
■最寄駅等：JR社町駅からタクシー約20分
■お問い合わせ先：公益財団法人兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター
　　　　　　　　　多世代学習・地域づくり担当　TEL ： 0７９５－４４－０７１２

――――――――――――――――――――――
30 別所公春まつり
5月5日（金・祝） 10時～
三木市の礎を築いた別所長治公を偲ぶお祭りです。上の丸公園
にて子ども縁日、スタンプラリーなどを実施します。また、周辺会
場では武者行列、お茶会、文化団体による展示等を実施します。

■場　　所：上の丸公園　■最寄駅等：神戸電鉄 三木上の丸駅から徒歩5分
■お問い合わせ先：三木市 市民生活部 市民協働課（別所公春まつり実行委員会事務局）
　　　　　　　　 TEL ： 0794-82-2000（代）

――――――――――――――――――――――
31 北条鉄道こどもまつり2023
5月5日（木・祝） 10時～14時
キハ40を中心としたこどもまつりを開催します。

■場　　所：北条鉄道 北条町駅　■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅
■お問い合わせ先：北条鉄道㈱ 総務企画部　TEL ： 0790-42-0036
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32 セッコク展
5月11日（木）～14日（日）
岩や大木に着生するランの一種セッコク。日本石斛保存会選り
すぐりの作品を展示

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター
　　　　　　花の展示ホール
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
33 春のばらまつり
5月13日（土）～28日（日）
9時～17時
95種2500株の色とりどりのバラがお楽しみいただけます。
期間中は、鉢バラの販売も行っております。
https://www.hyogo-park.or.jp/harima/

■場　　所：四季の庭ばら園　■最寄駅等：JR滝野駅から徒歩20分
■お問い合わせ先：播磨中央公園管理事務所　TEL:0795-48-5289

――――――――――――――――――――――
34 バラのウィーピングフェア
5月13日（土）～6月11日（日）
つるバラを傘状に枝垂れさせる「ウィーピング仕立て」のバラ
を多数展示

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター友愛の道
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、
　　　　　　又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
35 第156回しばざくらコンサート
「アンサンブルofトウキョウ」
5月14日（日） 14時～16時
西脇市出身のフルート奏者、村上成美さんが所属する「アンサンブルofトウキョウ」が2年ぶりに
アピカホールで公演します。弦楽器と木管楽器の奥深い音色をお楽しみください。入場料：一般
3,000円、高校生以下1,500円

■場　　所：西脇市立音楽ホール「アピカホール」
■最寄駅等：JR西脇市駅から神姫グリーンバス山寄上方面行、
　　　　　　西脇（アピカ）下車すぐ　所要時間10分
■お問い合わせ先：西脇市立音楽ホール「アピカホール」　TEL ： 0795-23-9000

――――――――――――――――――――――
36 第1回みっきぃハイキング
5月20日（土） 受付9時～10時
大村駅～金剛寺～三木ＳＡ（下り）～三木ＳＡ（上り）～慈眼寺～弁慶の足跡～谷大膳の墓～大村駅
（約10ｋｍ）

■場　　所：神戸電鉄 大村駅　■最寄駅等：神戸電鉄 大村駅
■お問い合わせ先：三木市産業振興部観光振興課　TEL ： 0794-82-2000

――――――――――――――――――――――
37 企画展「生誕百年記念
歌人・上田三四二と小野」
5月27日（土）～6月25日（日）
小野市出身の歌人で文学者・上田三四二の生誕100年を記念し
て、上田三四二と小野市のつながりを自筆原稿や著書で紹介し
ます。
https://www.city.ono.hyogo.jp/sisetu/kokokan.html

■場　　所：小野市立好古館
■最寄駅等：神戸電鉄 小野駅から徒歩3分
■お問い合わせ先：小野市立好古館　TEL ： 0794-63-3390
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38 小野ハミングウェイウオーキング
5月28日（日）9時～受付  9時30分開会
初夏の情景を楽しめる山田川沿いのウオーキング。（市場駅）～市
場小学校～山田の里公園～鶴亀池～山田の里公園（約12㎞）
※事前申込制

■場　　所：市場小学校
■最寄駅等：神戸電鉄 市場駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：小野市教育委員会スポーツ振興課
　　　　　　　　　TEL ： 0794-63-2591
　　　　　　　　　市場地区地域づくり協議会　
　　　　　　　　　TEL ： 0794-62-2454

――――――――――――――――――――――
39 恐竜・古生物復元ワークショップ
5月28日（日）
①10時30分～11時45分
②13時15分～15時
①「ブラキオサウルス」フィギュア塗装体験受講
料：500円
②ティラノサウルス頭部復元体験受講料：800円
①、②どちらも　定員12名　事前予約制

■場　　所：丹波竜化石工房「ちーたんの館」
■最寄駅等：JR谷川駅からタクシーで約5分、JR久下村駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：丹波竜化石工房「ちーたんの館」　ＴＥＬ：0795-77-1887

――――――――――――――――――――――
40 第4回播州織産地博覧会
6月4日（日） 10時～16時
播州織の産地で開催する生地マルシェ。播州織関連企業約30
社が一同に会し、生地や製品を職人から直接購入できる年に一
度の祭典です。前日の３日（土）には、工場や工房で体験・見学が
できるオープンファクトリーも開催します。

■場　　所：旧来住家住宅～西脇市役所周辺
■最寄駅等：JR新西脇駅から徒歩約15分
■お問い合わせ先：西脇商工会議所（播州織産地博覧会実行委員会事務局）　
　　　　　　　　　TEL ： 0795-22-3901

――――――――――――――――――――――
41 第2回みっきぃハイキング
6月8日（木） 受付9時～10時
三木駅～三木鉄道記念公園～道の駅みき～三木ホースランドパーク～あじさいフローラみき～三
木駅（約9ｋｍ）

■場　　所：神戸電鉄 三木駅　■最寄駅等：神戸電鉄 三木駅
■お問い合わせ先：三木市産業振興部観光振興課　TEL ： 0794-82-2000

――――――――――――――――――――――
42 第3回みっきぃハイキング
6月10日（土）  受付11時～12時
恵比須駅～子午線塔時計台～子午線や～大塚の石柱～三木小学校の石柱～旧三木幼稚園の電子
基準点～久留美の石柱～大塚公園会館～湯の山街道～みき歴史資料館～堀光美術館～三木上の
丸駅（約6ｋｍ）

■場　　所：神戸電鉄 恵比須駅集合　■最寄駅等：神戸電鉄 恵比須駅
■お問い合わせ先：三木市産業振興部観光振興課TEL： 0794-82-2000

――――――――――――――――――――――
43 化石レプリカセミナー
「恐竜の歯をつくろう！」
6月11日（日）
①10時～11時30分
②13時30分～15時
博物館などの展示だけでなく、化石の研究にも大切な「レプリカ」。いっしょに恐竜の歯化石のレプリ
カを作り、じっくり観察してみましょう！定員12名　事前予約制　受講料800円

■場　　所：丹波竜化石工房「ちーたんの館」
■最寄駅等：JR谷川駅からタクシーで約5分、JR久下村駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：丹波竜化石工房「ちーたんの館」ＴＥＬ：0795-77-1887

44 第1回風土記の里ウォ―ク
～県立フラワーセンター散策コース～
6月15日（木）10時～11時  受付後、順次スタート
播磨横田駅～県立フラワーセンター（入場の場合500円必
要 ※70歳以上250円）～播磨横田駅（約10km）

■場　　所：北条鉄道 播磨横田駅集合
■最寄駅等：北条鉄道 播磨横田駅
■お問い合わせ先：一般社団法人 加西市観光協会
　　　　　　　　　TEL ： 0790-49-8200

――――――――――――――――――――――
45 2023春の写真コンテスト
入賞作品展
6月16日（金）～7月4日（火）
冬から春のフラワーセンターで花や風景を撮影した写真の中
から入賞した作品を展示

■場　　所：兵庫県立フラワーセンター
　　　　　　花の展示ホール
■最寄駅等：北条鉄道 北条町駅からタクシー15分、又はコミュニティーバス約20分
　　　　　　フラワーセンター南門前下車
■お問い合わせ先：兵庫県立フラワーセンター　 
　　　　　　　　　TEL ： 0790-47-1182　FAX ： 0790-47-1561　
　　　　　　　　　E-mail ： info_fl ower@hyogopark.com

――――――――――――――――――――――
46 日本のへそエンジョイハイキング
花盛り！都麻乃郷あじさい園を楽しむ
6月18日（日） 10時30分～15時
日本へそ公園を出発し、地元の方が大切に育てた約3,000株
のあじさいが咲き誇る「都麻乃郷あじさい園」を訪ねます。

■場　　所：西林寺（あじさい園）他
■最寄駅等：JR日本へそ公園駅集合・解散
■お問い合わせ先：西脇市観光物産協会
　　　　　　　　　TEL ： 0795-22-3111

――――――――――――――――――――――
47 Stella Apika Concert
～大谷幸×小林万希子 ピアノコンサート～
6月25日（日） 14時～16時
アピカホールを拠点に活動する演奏家グループ「Stella Apika（ステッラ アピカ）」より、大谷幸
さんと小林万希子さんによるピアノジョイントコンサートをお贈りします。女性二人による華やか
なピアノの世界をぜひこの機会にお楽しみください。
入場料：おとな1,000円、高校生以下500円

■場　　所：西脇市立音楽ホール「アピカホール」
■最寄駅等：JR西脇市駅から神姫グリーンバス山寄上方面行、
　　　　　　西脇（アピカ）下車すぐ　所要時間10分
■お問い合わせ先：西脇市立音楽ホール「アピカホール」　TEL ： 0795-23-9000

――――――――――――――――――――――
48 恐竜・古生物復元
ワークショップ
6月25日（日）
①10時30分～11時45分
②13時15分～14時30分
①「アロサウルス」フィギュア塗装体験
②「アノマロカリス」フィギュア塗装体験
①、②どちらも　定員12名　事前予約制　受講料500円

■場　　所：丹波竜化石工房「ちーたんの館」
■最寄駅等：JR谷川駅からタクシーで約5分
　　　　　　JR久下村駅から徒歩約10分
■お問い合わせ先：丹波竜化石工房「ちーたんの館」　ＴＥＬ ： 0795-77-1887
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神 姫 ゾ ー ン バ ス
神 姫 グ リ ー ン バ ス
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北 条 鉄 道
J R 西 日 本

加古川市都市計画部都市計画課 ………………………… ☎079－427－9732

西脇市都市経営部企画調整課 …………… ☎0795－22－3111（内線3031）

小野市総合政策部交通政策グループ ……… ☎0794－63－1000（内線532）

加西市ふるさと創造部 人口増政策課 ………………… ☎0790－42－8700

多可町企画秘書課 ………………………………………… ☎0795－32－2381

（平日 8：30～17：15）

（平日 8：30～17：15）
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（平日 8：30～17：15）
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（平日 9：00～17：45）
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日曜・祝日 9：00～18：00
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神姫ゾーンバス …………………………………………… ☎078－994－2831

神姫グリーンバス西脇営業所 …………………………… ☎0795－22－7374

神戸電鉄総合案内所 ……………………………………… ☎078－592－4611

北条鉄道北条町駅 ………………………………………… ☎0790－42－0036

JR西日本お客様センター  ……………………………… ☎0570－00－2486

加東市加東市

青野ヶ原
河合西 神戸電鉄粟生線

ＪＲ加古川線

北条鉄道

●駅前または駅付近からご利用
できる場合がある他の公共
交通機関を次のように示して
います。

……コミュニティバス
……神姫バス

●各路線所要時間
路　　線 区　　間 所要時間※

※所要時間は目安です。実際には、時間帯や列車の種類によって、
　所要時間は異なります。

J R 加 古 川 線

加古川駅～粟生駅

粟生駅　～西脇市駅

西脇市駅～谷川駅

新開地駅～粟生駅

粟生駅　～北条町駅

三ノ宮駅～加古川駅

姫路駅　～加古川駅

大阪駅　～谷川駅

約25分

約21分

約29分
約67分

約23分
約29分

約10分

約100分

神戸電鉄粟生線

北　条　鉄　道

J R 山 陽 本 線

J R 福 知 山 線

（普通）

（新快速）

（新快速）

（快速）

兵庫県北播磨県民局県民・商工観光課  TEL.0795－42－9081
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