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三 田 の 春 は花 で お も て な し

郷の音ホール前の花壇は花
いっぱい。道ゆく人々の目と心
をほっと和ませてくれています。

三田花回廊を目指して、

花のじゅうたん tel.079-566-0446
三田市永沢寺170

6月上旬
〜7月上旬

花しょうぶ

永沢寺 花しょうぶ園
tel.079-566-0935
三田市永沢寺82-3

になったきっかけは2006年の国体。全国から

りました。
20名いるキッピーグリーンクラブの皆さん
は、水遣りと草引き、植栽や植え替え作業が活

の絆が一層深まり、楽しく頑張りながら花から

今年から新たに設立された、野球独立リーグ「Baseball
First League(BFL)」に所属する球団です。現在、中学生か
ら26歳まで約70人の選手が三田市を中心に暮らし、1軍、
2軍、育成軍に分かれ、プロ野球入りを目指して日々練習
しています。1シーズン64試合のうち、キッピースタジアム
で年間約30試合を行う予定です。
また、三田まつりやスマ
イルピックなど、年間行われる三田市内のさまざまなイ
ベントに参加し、市民との触れ合いを大切にしています。

おもてなしのウェルカムフラワー

主催
問

時
問

2号入り口

新神戸トンネル・阪神高速
(約25分)

中国
吹田IC
柳 谷 JC T

中国自動車道
(約30分)
六甲有料道路
(約15分)

三宮駅

(約5分)

バス でお越しの方

新神戸駅

079-562-3040

第5回

北神急行電鉄
(約10分)

JR福知山線

谷上駅

三 宮 から直 通 約 5 0 分

8/2（土）
2500発の花火は必見！

三田まつり・花火大会
場 所 三田市川除上橋

主 催 三田まちなみガーデンショー
実行委員会
問

オオルリ

時

市公園みどり課内
079-563-1111（代表）

花火：20:00〜20:30（予定）

主 催 三田まつり実行委員会
問

079-559-5087

三田市総合案内所「キッピーナビ」
何する？何食べる？迷ったら、JR三田駅直結の「キッピーナビ」へ。イベ
ントや四季の花情報、三田各所の観光案内パンフレット、
リーフレット
やマップなどお役立ち情報をゲットできます。
tel.079-563-0039

さんだ観光ガイド

18:00〜21:00

主 催 三田市観光協会
079-559-5087

三田の歴史、史跡、自然観光などを学び習得した観光ガイドが皆さん
の旅のお手伝いをします。三田駅から歩いて旧九鬼家住宅資料館や屋
敷町などをぶらりと巡る通常のまちあるきや、オーダーメイドまち歩き
も可能。三田市観光協会ホームページからも申し込みできます。

7/6（日）

予約制 tel.079-563-0039 ※ガイド料は有料

神楽奉納、氏子の子供たちの提灯行列などで賑わう

三輪神社夏祭り
場 所 三輪神社

武庫川さくら回廊ウォーク（要事前予約）
▶▶詳しくは中面

茅の輪くぐり
駒宇佐八幡神社

時

ジャンル別のお店情報が満載。
おでかけ前にチェック！

観光協会ホームページ ▶

茅の輪をくぐって健康祈願
場所

観光写真コンテスト作品募集中！
テーマ「みんなに見せたい三田の風景」 9月末〆切

三 田の情 報は

7/15（火）

4/6（日）
第10回

三田市三輪3-6-6
営業時間／10:00〜18:00
生地がなくなり次第終了
定休日／月・第1日曜日

場 所 三田天満神社

場 所 三田市 中央公園

三田ふるさと学習館
079-563-5587

場 所 三田市総合文化センター
「郷の音ホール」付近
時

tel.090-5360-1762

7/25（金）

三田まちなみガーデンショー

10:00〜16:00

武庫川さくらと灯りのプロムナード

お庭のきれいなカフェや
レストランを巡るのも人気です

(快速/約15分)

どんぐり

第36回

5/24（土）、25（日）

桜並木に180基のボンボリ！土日は屋台も

宝塚駅

神 姫 バス直 通 便

10:00〜16:00

問

※開花状況に
より変更あり

大 阪 から直 通 4 0 分

神戸市営地下鉄

時

4/4（金）〜13（日）

三田駅

新神戸
三宮
トンネル国道
方 面 から

(約20分)

三田市、NPO法人
歴史文化財ネットワークさんだ

主 催 旧九鬼家住宅資料館

電車 でお越しの方

近畿自動車道

主 催 ありまふじフェスティバル実行委員会

場 所 旧九鬼家住宅資料館

三田グリーンネット 検索

神戸三田ＩＣ

東大阪
JCT

10:00〜17:00

旧九鬼家住宅資料館 二階特別公開日

三田市三輪2-1-12
ファミリーマート三田市役所前店2F
営業時間／10:00〜18:30
定休日／無休（出張時あり）

回転焼き・100円お好み焼き

人の輪と花と緑のハーモニー

問

大阪
方 面 から

場 所 兵庫県立有馬富士公園

第17回

tel.090-7762-1954

おすすめのイベント情報を紹介します。

三田ふるさと学習館
旧九鬼家住宅資料館

079-563-5587

三田市西山1-13-6
昼／11:00〜15:00 (14:30L.O.)
夜／17:00〜23:00 (22:30L.O.)
定休日／月曜日

回転焼き
100円・110円
イカ玉
150円
デラックス（イカ・ブタ）※要予約 350円

4/26（土）、27（日）

（旧九鬼家住宅資料館 〜16:00）

生春巻き

R176の三輪交差点「西本製材所」の一
角にあるテイクアウト専門店。回転焼
きはあんこたっぷりでズッシリ！季節あ
ん、ハムマヨネーズなど種類も豊富。
100円お好み焼きは小腹が空いたとき
にぴったり。駐車場も広いのでドライ
ブの行き帰りにぜひ立ち寄ってみて。

地元三田に根ざして創業37年の北摂レンタカーの観光
バス部門。学校や企業も気軽に利用できる観光バスとし
て、オリジナル団体旅行をサポートしています。経験を生
かした旅行アドバイスが好評。大阪、神戸発着のツアー
も大歓迎。一味ちがったディープな三田日帰り観光もサ
ポートします。

案内スタッフ5名！擬洋風建築美を体感

パスポートは三田グリーンネットホーム
ページから注文、または三田市総合案内
所で購入できる（300円）。売上の一部が東
日本被災地への花緑復興基金となります。

JR福知山線

ーツ
スイ

3/23（日）

チャリティの輪とひろがっています。

(快速/約25分)

㈱北摂観光バス

天神祭り

まち全体からみればひとつひとつのお庭

大阪駅

オリジナルバス旅行ならおまかせ

500円
1,000円〜
2,000円
0円

ありまふじフェスティバル

玄関先にウェルカムフラワーやメッセー

大阪から 30分

薔薇の石けん
マッサージ
カラーセラピー
悩み相談

ひなめぐりi n 三 田
場所

パッタイ

tel.079-556-5675

心と体の癒し空間三田ローズガ
ーデン。薔 薇グッズ 、バレ エ 用
品、オーダーメイド天然石アクセ
サリー、薔薇オイルマッサージ
など癒しグッズがいっぱい！通販
サイトもオープンしているので
覗いてみては。

五穀豊穣、無病息災を願う

す花や緑でまちなみが美しくなればとグ

車 で お 越しの方

tel.079-561-1268 三田市富士が丘5-2 定休日／不定休
レッフェル：昼／11：00〜17：00 夜／17：00〜23：00（L.O. 22：30）
熊野の郷（三田店）
：10：00〜24：00（最終受付23：00）/朝風呂（日・祝のみ）7：30〜10：00

パイナップル炒飯

三田ローズガーデン

手作り体験イベントがいっぱい。旅の思い出に

時

たくさんの庭を歩いて巡っているファン

体の内側から美しく健康に。ハー
ブや自然発酵調味料を主に使う
クワンチャイのタイ料理は素材
のうま味を最大限活かし、辛すぎ
ず食べやすい。一品一品香りや
素材の味を感じながら美しく健
康になれるタイ料理。

おひなさまを展示 時代ごとの趣を楽しむ

三田グリーンネット

リーンネットの活動が、花の輪、人の輪、

三田へのアクセス

ご予算 約1,000〜2,000円（税別）

2/27（木）〜4/6（日）

三田地区 5/24（土）
・5/25（日） 神戸地区 5/31（土）
・6/1（日）

旧九鬼家住宅資料館横花壇

特選ステーキ、
こだわりハンバーグ、
本場のナポリピッツァ、特製パスタ etc.

月〜8月

は小さいけれど、たくさんの庭から溢れ出

2011、2012年全国花のまちづくりと
全国緑の都市賞部門で2年連続して
国土交通大臣賞を受賞。2013年には
ガーデンコンペひょうごコミュニティ
部門で最優秀賞、兵庫県知事賞。

グッズ
薔薇

http://www.bluesandars.jp/

気ないおもてなしに心が和みます。

水遣りは自転車にペットボトルを積ん
で。草引きは雨が上がった後すぐに。地
道な作業も、工夫とメンバーの連携で
手際よく。

安心、安全、新鮮な肉をより安くご提供する国内産100％使
用のレストラン。熊本阿蘇の豊かな大自然の中で肉質と美
味しさにこだわって育てられた良質なお肉を安価で提供さ
せて頂きます。家族や女子会にもおススメ！

▼ 随時、
チームHPにて情報更新中!!

のために庭にはひと休みコーナーなどさり

元気をもらっています」
と代表の岡田さん。

三田温泉 熊野の郷 レストランがリニューアル
レッフェル 三田店

Event Guide 2014年 3

今年もまたオープンガーデンの季節が

流のひとときが過ごせます。

け街がきれいになりそこに感動が生まれ仲間と

兵庫ブルーサンダーズ

クワンチャイ

パッタイ
900円（税別）
グリーンカレー 1,000円（税別）
トムヤムクン
900円（税別）
ビール
280円（税別）

営業時間／9:00〜18:00 定休日／日曜日・祝日（予約者随時）

花の名前や育て方を伝授したりと楽しい交

で、様々な賞も受賞しました。
「流した汗の分だ

tel.078-986-8001

▲一番搾り コックピット 神戸市北区赤松台2-1-1

tel.079-562-6777 三田市南が丘1-54-11

ジで出迎えたり、庭主が直接お庭を案内し

動のメイン。地道な努力が花を咲かせ実を結ん

理
タイ料

特製パスタなど全てに
種類が豊富なサラダバー付です！

tel.079-556-5702 三田市高次2-5-1 北神三田ビル2F

お庭の縁、人の縁

もてなしを」
と、市に提案。そこから活動が始ま

ブログ「さんだ物語」でディープな街情報を

4月シーズン
開幕予定

オープンガーデンが繋ぐ

沢山の人々が三田に訪れるのだから
「花でお

「全国に花仲間ができ、全国からいただい
た種が三田で花を咲かせてくれています」

相野あじさい園 tel.079-568-1301
三田市上相野373

の見学者が訪れています。

ラブ」がこの地域の花の植栽や管理を行うよう

三田市ゆりのき台5−32−1

新リーグ「Baseball First League」発足！

や毎年約100庭が参加し遠方からも大勢

ボランティアグループ「キッピーグリーンク

10:00〜17:00／tel.079-564-3192

さんだ物語 検索 でブログ頁へ。

2000年に4人の庭から始まった活動が今

キッピーグリーンクラブ

リニューアルした工場見学施設
では「一番搾り」のこだわりの製
法を映像とツアーガイドがたっ
ぷり紹介。ビアパブをイメージし
た会場での試飲や、併設のレスト
ランで見学後も楽しめます。

体験施設や里山、
まち歩きなどをより詳しく知りたい方は

やってきます。庭 の 輪 を 広 げ た い …と

花のあるまちを自分たちの手で

2013年12月、エスコヤマ10周年
を機に敷地内に新たにオープン
した未来製作所は、“子どもと大人
を繋ぐパティスリー”がコンセプ
ト。子どもしか入れない、子どもの
ためのお菓子屋さんです。

6月上旬
〜7月中旬

田

春、JR・神戸電鉄三田駅の周
辺、郷の音ホールへと続く街路、

キリンビアパーク神戸

三田市観光専門員が取材し綴るブログです。観光の
素材をいくつかのカテゴリーに分け、三田の魅力を
発信しています。

あじさい

4月中旬
〜5月中旬

今行きたい旬なお店

パティシエ
エス コヤマ

“未来製作所”

あまご釣り体験／三田は野鳥の宝庫／春のおでかけパン etc.

芝桜

春︑
いよいよ三田は花のシーズンを迎えます︒

武庫川沿いや公園︑お寺や神社は桜が満開︒三

田 駅 前メインスト リー トを 中 心にあ ち らこち ら

に春の花がほころび︑里や山にも樹 々が芽 吹 き︑

花を咲かせます︒そして人 気の花 園では芝 桜︑花

しょうぶ︑あじさいなどがリレーのよ うに次 々と

見 頃 を 迎 え ま す︒オ ー プンガ ー デンも 春の風 物

詩︒緑と花があふれる春の三田へご案内します︒

三

山へ、水辺へ 花とグルメのワンデイトリップ

▶▶

観光協会加盟のすてきなお店を紹介します

子どもだけが入れる秘密基地ができたよ。 「一番搾り」の魅力を五感で体感

SANDARIAN

中面特集

グルメ・まち歩き・アウトドア。
アクティブに春夏の三田を楽しもう。

10:00〜

三田のまちの「今」をお届けする
「キッピーナビ」のブログも見てね！

神戸電鉄
(約35分)

See you next number!
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編集後記
メディアでも注目度の高い三田はグルメ・お土産・イ
ベントがもりだくさんで、何度でも訪れたくなる気さく
な街。アクセスも抜群の三田へぜひお越しください。

JAFナビ

検索

※表示の価格は予告なく変更される場合があります。

あまご釣り体験

小柿渓谷放流釣場

初心者もマニアも 自然と一体になって魚つり！
清流とのどかな山あいが織り成す景色は、春は桜、夏は緑、秋は紅葉、
冬は雪景色と、四季折々美しい自然の中で釣りを楽しめる。年1回あまご
釣り大会がおこなわれ、釣果を競い合う。バーベキューセットの貸し出
し
（1,000円）もあり、野菜などを持ち込んで釣った魚をその場でバーベ
キューで、
というグループやファミリーも多い。釣った魚を持って帰って
夕食に食べるのも楽しみ。

モズ

589.6ｍ

大人（中学生以上）
：日券 3,800円（午後 3,000円）
女性・子ども：日券 3,000円（午後 2,500円）

北摂里山30に選ばれた里山にいってみよう

ペア割引・団体割引などあり 貸し竿あり

虚空蔵山
せせらぎが
気持ちいい。

藍本

tel.079-569-0693（羽束川漁業協同組合・小柿渓谷放流釣場）

豊かな自然の中で、キャンプ・飯ごう炊さん
などのアウトドア・ライフを満喫！ファミリー
バンガローやテントサイトに、160人が宿泊
できるキャビンがある。

三田市の水瓶でもある千丈寺湖。湖畔を彩る桜。
ダムサ
イド公園には、ダム記念館、多自然型魚道公園、テニス
コートが整備されている。バーベキュー可能な公園もあ
り、ファミリーやグループで憩うのにうってつけ。小野公
園、尼寺公園、加茂山公園。釣人のメッカでもあり、
カヤッ
クなども楽しむことができ、大阪神戸から訪れる関西で
も人気の湖。
まわりは田園がひろがり、豊かさを感じる。

三田市野外活動センター tel.079-569-0388
三田市小柿949 P有 事前予約制
屋外施設は４/1〜11/30開所（月曜日定休）
屋内施設は年中利用可（3日前の17時迄に予約）

人工池「じゃぶじゃぶ
池」には子どもたちが
水と戯 れる姿 が 。た
め池ではカヌーを楽
しむことができる。
淡路風車の丘 tel.079-567-5780 三田市中内神915-7
研修室・カヌーポロコート利用（有料）／9:00〜17:00
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
・年末年始

市街地から車で約20分、
自然あふれる千丈寺湖で
心も身体もリフレッシュ。
ファミリー・シニア・カヌー
女子に人気急上昇中！

寄り
立ちルメ
グ

三田市末1330 千丈寺湖畔「湖翠荘」
ウラ
営業時間／9:30〜17:30 定休日／火曜日

三田市末1330
昼／11:30〜15:00
夜／17:00〜21:00
定休日／なし

三田でウォータースポーツ!?

アクアリウム・エス tel.079-502-0089

寄り
立ちルメ
グ

三田には生態系が守られた
清らかな水辺が点在してい
ます。四季折々の花や緑が
出迎える人にも優しく遊歩
道が整備された水辺でリフ
レッシュしませんか？

Holoholo tel.079-562-2231

三田市高次1-2-11-101
営業時間／12:00〜21:00 定休日／火曜日

三田市三輪1129-2
営業時間／12:00〜20:00 定休日／不定休

標高470ｍにある母子大池は、
自然環境が保たれバツグンの透明度。
湖のぐるりには綺麗な小道があり、四季折々の自然が満喫できる。秋の紅葉もいい。
お茶の産地母子地区で、美
味しく安心なお茶を目指し
て生産から加工販売まで一
貫しておこなっている。兵庫
あんしんブランドに認定さ
れている。お茶本来の自然
の美味しさを味わいたい。

産
お土

母子大池

千丈寺山

三田市母子丸岡2433
営業時間／9:00〜17:00
定休日／火曜日

三田市母子886
営業時間／11:00〜15:00
定休日／月、第1・3火曜日

tel.079-566-1201

※1〜3月は月、火曜日定休

寄り
立ちルメ
グ

寄り
立ちルメ
グ

平日限定20食のこもれびランチ
750円。お店で手作りのつぶあん
やカスタードのたい焼き（120円）
は小さなお子様にもオススメ。
カフェこもれび tel.079-567-6439
三田市東野上130-1
営業時間／8:00〜19:00（18:30 L.O.）
定休日／木曜日
（祝日を除く）

平谷川

福島大池
新三田

カワセミ

平谷川
4/6

(日)

三田ホテル tel.079-564-1101
三田市けやき台1-11-2

武庫川
さくら回廊ウォーク
第10回

受付時間

8:30〜10:30

参 加 料

800円(未就学児無料）

受付後随時スタート
（雨天決行）

※専用の郵便局払込取扱票またはインターネットにてお申し込みください。
オプション料金：オプションでお弁当の申込ができます
応募締切
問合せ

郵便局振込分 3/24（月）／インターネット 3/28（金）
三田市観光協会事務局

tel. 079-559-5087

寺

tel.079-565-3986

有馬富士

カツサンド551

いちごビスキー150 円（税別）
甘いビスケット生地のソフトなパンに、たっ
ぷりのいちごのホイップクリームと大粒の
三田いちごをトッピング。ほどよい甘さとふ
わふわ食感は、3時のおやつにぴったり。

tel.079-569-1908

524m

桜が美しい高台のお寺。山
上にそびえ立つ多宝塔は高
さが20mあり、山門とともに
県の指定文化財です。
三田市下槻瀬678

イスやヒバリ、ホオジロなど森に響き渡るさえずり
に耳を傾けてみましょう。三田は有馬富士公園

いちごのメロンパン 175

円

金曜日、土曜日のみオープンのパン屋
さん。ふんわりとした生地、
カリカリの粗
製糖にいちごの甘酸っぱさが絶妙にコ
ラボレーション。思わずホッとしてしまう
懐かしい味が口いっぱいに広がる。

1月に行われた全国一斉のガン
カモ類生息調査の一環で三田の
数ヶ所で行われた「三田野鳥の会」
による調査風景を取材。福島大
池には8種類のカモが元気に
泳いでいるのを一緒に
観察しました。

天然酵母パンKUH tel.079-569-1171

手作りパン パンプキン 本店
tel. 079-563-7391 三田市南が丘1-50-6

■山歩きおすすめコース■
JR藍本駅→酒滴神社→登山口→
虚 空 蔵 堂 → 山 頂 → 立 杭 陶の郷 →
神姫バス公会堂前→JR相野駅
寄り
立ちルメ
グ

592ｍ

野鳥観察で注意することは？
えさは与えず、自然のサイクルをそっと見
守りましょう。

薪窯ピッツァ DONO tel.079-597-3714
篠山市今田町釜屋629
平日／11:00〜15:00 土日祝／11:00〜19:00
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）

6月

山からの霊水で人々が厄病から
救われたという言い伝えがある。

神社

酒滴神社 三田市藍本字庵ノ上

和 風 レ スト ラ ン
「旬菜千味 さぎ草」
で は、地 元 の 食 材
を使ったメニュー
が楽しめる。入浴料
大人700円、小人（6
歳〜11歳）300円。

いちご狩り

こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷

tel.079-590-3377

篠山市今田町今田新田21-10
営業時間／10:00〜22:00（最終受付 21:30）
定休日／第2火曜日
4月より毎週火曜日（祝日を除く）

(要予約)

ハウスに広がる甘〜い香り！
思う存分召し上がれ
稲鍵ファーム

tel. 090-3994-3479

かさや いちご園

tel. 079-568-1301

BBQ

(要予約)

年中

兵庫
100山

温泉

外はパリッ、中はモチッと薪窯ピッ
ツァが大好評。豊かな自然の中でア
ツアツをいただこう。

三田市ゆりのき台5-32-1

三田市西山2-1-3

三田市下槻瀬879-21
昼／11:00〜16:00（予約がベター）
夜／予約制（宴会送迎あり） 定休日／月曜日

大舟寺 三田市波豆川605-1

鳴き声に耳を傾けたり、ウグイスなど茂みの中
でチャッチャッという地鳴きにも注意して聞い
てみて。武庫川ではカワセミに出会えることも。

〜

placebo(プラセボ) tel.079-506-1503

峠茶屋 tel.079-569-1828

聞いてみました

tel.079-564-3192

もちもちの生地に高級三
田牛と玉ネギ、ごぼう、糸
こんにゃくをたっぷり使っ
た特製すき焼きをまるご
と包み込んだ贅沢な逸品。

県 指 定 天 然 記 念 物カヤ
の木がある。

時間を忘れて寛げる田舎家
で、新鮮な素材で作ったお
ふくろの味を楽しもう。

野鳥と出会うコツは？

2月上旬

大手亡を炊いた無漂白
の白あんに桜の塩漬け
を添えて焼いた春らしい
一品。白あんのほどよい
甘さに塩味のアクセント
が効いている。

寺

寄り
立ちルメ
グ

ことができますよ。

（パティシエエスコヤマ内）

三田牛すきやきパン240 円
（税別）

三田市木器71
営業時間／10:00〜16:00（L.O.）
定休日／火・水曜日、他

寄り
立ちルメ
グ

のほか里山や河川、池が点在しているの

円（税別）

三田市木器289-1
営業時間／11:30〜19:00 定休日／水曜日

三牛志 藍屋 tel.079-568-0052
三田市下相野319-22
昼／11:00〜14:00 夜／16:00〜20:00
定休日／月曜日の夜（祝日除く）、火曜日

くる鳥たちを観ることができます。春から夏には、ウグ

シロノサクラ 180

木器亭 tel.079-569-0272

丹精こめて育てた自慢の「三田マルセ牛」
を美味しくリーズナブルに食べられる。

福島大池では、毎年冬から春にかけて遠方から渡って

円
（税別）

こうずきてい

虚空蔵山

森に水辺に、春を告げる
鳥達に会いにいこう！

エス ブーランジュリー

三田市駅前町6-33

自家製米の高平米と新鮮魚介の定食が
人気。780円（税別）〜。

三田は
野鳥の宝庫

バードウォッチング
in 三田
キビタキ

tel.079-506-2891

兵庫
100山

蓮花寺 tel.079-569-0049
兵庫
100山

”カツがザクッ!ソースがジュ
ワッ!キャベツがシャキ!”の3拍
子揃ったサンドが誕生。柔ら
かくてジューシーな沖縄豚の
カツに味わい深い自家製の
ソース。

サンポッポベーカリー三田駅前店
tel.079-553-2000

三田市小柿1348-13

香下寺駐車場→六丁峠→観音堂→
羽束神社展望台→香下寺

三田市志手原1295-3 志手原小学校前
昼／11:30〜14:30 夜／17:00〜20:00
麺切れ時終了
定休日／火曜日（祝日を除く）

パンを買って山へ、水辺へ
ウグイス

オプションの地産地消のお弁当を味わいながら桜を愛でるのも楽しみ。
尼崎駅から快速で約50分

三田・もち処 つくしの里
三田市上槻瀬375
営業時間／9:00〜17:00 定休日／木曜日

■山歩きおすすめコース■

三田野鳥の会

ファミリーコース（7km）、一般コース（13km）、健脚コース（22km）。

JR宝塚線 藍本駅前広場

四季を問わず初心者やファミリーもチャ
レンジできるコースや、上級者を虜にする
トレッキングコースまで、色々楽しめる。

羽束山

本格手打ちうどん屋 ぶっかけてい

福島大池

寄り
立ちルメ
グ

地元高平のヤマフクモチ米を使っ
たお餅を製造直売。朝採り野菜、お
米、加工品なども販売している。

で、野鳥も身近な場所でみつける

参加者募集中！

集合場所

営業時間／10:00〜21:00 定休日／盆・正月 3ヵ日

厳選した小麦粉を丁寧にこね上
げた本格手打ち麺は喉越しバツ
グン。天然出汁で後味もいい。有
馬富士公園からも近いのでお腹
が空いたら気軽に駆け込もう！

有馬富士公園

春のおでかけパン

■山歩きおすすめコース■
三田駅・神姫バス(30分)十倉下車→
大船山登山口→山頂→波豆川バス停
→三田駅

「半鐘」下山家住宅 はんしょうcafé

有馬富士

三田市の最高峰・大船山。気軽に登山の
醍醐味が体験できます。尖った山頂を目
指してGO！

築140年の大庄屋下山家住

兵庫県立有馬富士公園

内部には昔の生活がそのままに
残され、懐かしいたたずまい。

産
お土

ワッフル400円（税別）他
別）、

三田市のシンボル有馬富士
を中心に、福島大池やかや
ぶき民家、ガーデン階段、あ
そびの王国、芝生広場など、
楽しみ方は無限大。春から
夏は、昆虫観察、森林浴、山
歩きetc.思いっきり自然を満
有馬富士公園 tel.079-562-3040
喫しましょう。
有馬富士自然学習センター tel.079-569-7727

※天候により閉鎖していることがあります

兵庫
100山

ガーデン千丈 tel.079-566-0117 三田市乙原91

各種うどんは500円台から

374ｍ

かやぶき民家 10:00〜15:00

653.1m 4.4kmコース

寄り
立ちルメ 宅を一般公開。入場料200
グ
円。極みコーヒー500円（税

羽束山

三田

大船山

抜群のロケーションの田園で気軽にカフェを楽しもう。

寄り
立ちルメ
グ

山 へ行こう

キジ

見渡す限りの空と山並み、そしてたな
びく桜の眺望は爽快。５つのレストラ
ンやカフェでは地元三田産など旬素
材をふんだんに使ったメニューが勢
ぞろい。花見とグルメで春の一日を。

天然温泉 有馬富士 花山乃湯
tel.079-562-1249 三田市尼寺 835-1
営業時間／10:00〜23:00（入浴受付 〜22:30）
定休日／第3木曜日（祝日の場合は翌日）

大船山

tel.079-567-3556

水辺 に行こう

温まりやすくて冷めにくい泉質が好
評。ゴルフ練習場を併設しているので
プレー後のリフレッシュに。

広野

cafe&gallery うわのそら

三田市末1891-27
営業時間／11:00〜18:00
定休日／火、第1・第3月曜日

温泉

みずべ広場、頂上のとりで広場、茅
葺屋根の観福寺山門里山内を散
策する遊歩道が整備されている。
観福寺から頂上にかけて33体の石
仏が並び、三十三所詣でをしてみ
ては。キリンビール神戸工場による
植樹、保全活動が行われている。

寄り
立ちルメ
グ

営業時間／10:00〜16:00 定休日／水・第1第3木曜日、毎月21・25日

母子そば座敷 いまきた

ウッディタウンの中央を流れる平谷川。春は桜、夏は緑の樹々が木陰をつくり、人にも生態系に
も優しい水辺として親しまれている。水辺の自然体験ゾーン・みどりの遊水ゾーン・水辺の交流
ゾーン・水辺のやすらぎゾーンで気軽に水に親しみ。遊具の公園もあり家族連れで楽しめる。

陶器、ガラス、木工、染めなど生
活アートに触れながらランチや
お茶タイム。地野菜を使い丁寧
に作られたオリジナルレシピの
ランチ（1,500円）が人気。

古布工房 風 tel.079-567-3322 三田市末101

茶香房 きらめき

tel.079-566-1166

相野

懐かしい風景の中で着物が蘇る工房＆カフェ。コーヒー、
紅茶、ハーブティ各400円、シフォンケーキセットが500円。

代々大切に受け継がれて
いた日本家屋の座敷で三
田母子産そばを。手を抜か
ず日々そば打ちに勤しむ店
主の心意気が味にもあら
われている。母子そば（抜
き実ひきぐるみ）900円。

寄り
立ちルメ
グ

ながら
楽しみ
う
里山を 巡ってみよ
自由に

千丈寺湖

湖翠荘 tel.079-567-2225

昨年秋オープンしたホロホロ
はアウトドア専門ショップ。三
田アウトドアの拠点として早く
も人気。初心者（小学生3年生
以上）も安全に楽しめる「千丈
寺湖カヤック体験」も受付中。

兵庫
100山

乙原てんぐの森（北摂里山30）
入り口多目的広場駐車場→
遊歩道→炭焼き窯跡→
山頂・展望所で羽束山や有馬
富士を眺望→展望台展望岩で
千丈寺湖を眺望→乙原てんぐの森

高平観福の森

三田市農業振興課
tel.079-563-1111

R176

寄り
立ちルメ
グ

千丈寺湖を臨むロケーショ
ンは圧巻。
「湖翠荘溶岩焼」
2,800円（税別）で三田牛とさ
つま地鶏の溶岩焼きはい
か が？三 田 牛 溶 岩 焼きメ
ニューは2,500円（税別）〜。

ダックファミリーカヌースクール tel.079-567-0889

三田発海へ。
ダイビン
グ初心者の方は入門
コースがおすすめ。丁
寧で質の高い講習が
好 評。海 洋で の 実 践
まで体験できる。

JR

千丈寺湖

三田市小柿867 営業時間／6:00〜17:00 定休日／火曜日
（祝日を除く）

ト
アウア
ド

高平ナナマツの森
ヤマザクラや兵庫元気松、ササユリ
などが観られる。ふもとでは棚田オー
ナー、貸し農園、体験農園もある。

武庫川

釣 れ た！

ホオジロ

■山歩きおすすめコース■

期間：11月〜5月上旬

餌はイクラ

プ
ッ
リ
ト
イ
デ
ン
ワ
の
メ
ル
千丈寺山
グ
と
花
へ
辺
水
、
北摂里山街道
へ
山
山にも水辺にも春の三田は自然がいっぱい花いっぱい
おいしいがい〜っぱい

青空の下で旨味がジュワワ〜！
肉厚のお肉、野菜を堪能
しい茸園有馬富士

tel. 079-564-5599

しい茸ランドかさや

tel. 079-568-1301

花山観光園

tel. 079-562-2272

藤の坊 さんだ山荘

tel. 079-563-1112

モリタ観光園

tel. 079-569-1400

味覚狩りの詳細は
ホームページで

ごちそう三田 検索

