
武庫川さくらと
灯りのプロムナード

sanda ’s sakura fest ival

三田市総合文化センター「郷の音ホール」武庫川堤防周辺
(三田市天神1丁目3番1号)
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郷の音ホール横の武庫川右岸約500mの桜並木にチェリーボンボリ約180個を設置し、18:00～21:00まで
桜のライトアップを行います。
イルミネーションやライトアップがあり、魅力的なフォトスポットとなっています。

また、三田俳句協会＆三田市川柳協会による川柳や俳句等も設置します。
4/3(土)～4/4(日)10:00～15:00には、三田城のクラフト制作ができるワークショップを開催！

令和3年 1(木)4 7(水)4～
18:00～21:00

三田保育所の園児のみなさんが作った
ペットボトルボンボリを展示します。

イル
ミネー

ション

イル
ミネー

ション桜桜のの
ふれあい広場付近にて

ミニ三田城が点灯します。

ライトアップ！ライトアップ！
ミニ三田城ミニ三田城

※ 桜の開花状況等により、変更する場合があります。

※ 桜の開花状況により開催時期は変動します。
　  (一部イベントは6月30日まで)

JR三田駅

有馬高校

三田市役所

JR福知山線

郷の音ホール

武
庫
川

〒669-1531
三田市天神1丁目3番1号
(三田駅から徒歩20分)

神鉄三田駅

主催 三田市観光協会:
※ 「桜の開花状況」や「さんだ桜まつりの準備状況」などについて随時HPでお知らせします。
後援 三田市: 協力 有馬富士公園管理事務所 / 三田市川柳協会 / 三田市美術協会 / 三田俳句協会 / 市立三田保育所 /:

※ 新型コロナウイルス感染症対策として、飲食を伴う大人数の宴会はご遠慮いただきますようお願いします。

TEL：079-561-2241（平日 9:00～17:00）

さんだ

令和3年令和3年 11(木)(木)44 77(水)(水)44～～

2021

期間

さんだ桜の名所案内と桜の写真展

三田市役所1F シティセールスコーナーで、観光
協会主催「さんだの観光写真募集」等から
桜の写真をピックアップして展示します。

期間： 3月中旬～4月中旬

さくらと歴史をめぐるツアー

さんだ観光ガイドと一緒に三田の街を歩い
て巡ります。

期間： 4/2～4/7

春のさんだ花巡りタクシーツアー

5つのコースで、桜をメインとした花巡りを体
験できる企画満載ツアーを実施します。

期間： 4/1～4/27

さんだ春のスタンプラリー

スタンプラリー参加店50店舗を巡るスタンプ
ラリーを行います。スタンプを集めると三田牛
などの特産品が当たる抽選会に参加できます。

期間： 4/1～6/30

郷の音ホール横の武庫川右岸約500mの桜
並木にチェリーボンボリを設置し、午後6時か
ら9時まで桜のライトアップを行います。

武庫川さくらと灯りのプロムナード

期間： 4/1～4/7

三田市美術協会 絵画展「桜展」

総合文化センター郷の音ホール1F 市民ギャ
ラリーで、桜に彩られた里山の風景等の絵画
を展示します。入場料無料。開館中は自由に
ご鑑賞いただけます。

期間： 3/25～4/6

(全日程 三田駅発着)

三田駅10:00発

三田駅15:30着
〜

さんだスマイル
『#さんだの桜』キャンペーン

三田市公式インスタグラム

期間： 3/20～5/10

「さんだスマイル(@sanda_smile)」
にて、『#さんだの桜』キャンペ
ーンを実施しています。
(三田市企画)

三田の桜の写真を投稿して、春
爛漫を楽しみませんか？入選者
には三田の春を感じられる記念
品をお贈りします！



藍本桜コース0 1

コース

期間 8(木)4 ～ 11(日)4

2人乗り 円8,950

三田駅　波田のしだれ桜　藍本桜つづみ回廊　烏帽子
桜　三牛志 藍屋(お食事)　風のミュージアム　お土産店
　三田駅

旅行代金
お一人様

3人乗り 円7,000
4人乗り 円6,050

武庫川桜コース0 2

コース

期間 2(金)4 ～ 5 (月)4

旅行代金

三田駅　天満神社・天神公園　ガラス工芸館(サンドブラ
スト体験)　やわらぎ(お食事)　武庫川さくら回廊散策　
お土産店　三田駅

2人乗り 円10,250
お一人様

3人乗り 円8,300
4人乗り 円7,350

小柿・高平桜と
アマゴ釣りコース03

コース

期間 1(木),4 2 (金),4 5(月),4 8 (木),4 9 (金)4

旅行代金

2人乗り 円13,650
お一人様

3人乗り 円11,700
4人乗り 円10,750

三田駅　小柿渓流つり場アマゴ釣り(桜を見ながら釣りを
楽しむ)　つくしの里(桜スポット)　木器亭(お食事)　花山
乃湯(または風のミュージアム)　お土産店　三田駅

花のじゅうたんコース0 4

コース

期間 20(火),4 22(木),4 23(金),4 27(火)4

旅行代金

2人乗り 円10,600
お一人様

3人乗り 円8,650
4人乗り 円7,700

三田駅　永沢寺そば道場(そば打ち体験・お食事)　花のじ
ゅうたん　永澤寺拝観　峠の茶屋一軒家(わらび餅)　お
土産店　三田駅

つつじ見学と陶芸体験コース05

コース

期間 24(土),4 25(日)4
三田駅　三輪明神窯史跡園(三田青磁小皿作り)　ブラッ
スリーアジャン(お食事)　心月院(つつじ見学)　旧九鬼家
資料館・ふるさと学習館　お土産店　三田駅

旅行代金

2人乗り 円9,950
お一人様

3人乗り 円8,050
4人乗り 円7,050

新型コロナウイルス感染予防対策

全ツアーにつきまして、当日出発時に
マスク着用のご協力要請、アルコー
ル消毒、検温を実施させていただき
ます。

当ツアーに利用するタクシーは乗務
員の健康状態確認及び運行後の除
菌や車内消毒を徹底して行います。

タクシーツアーの乗務員ならびに各
ツアー受付担当者、ガイド等は、原
則としてマスクを着用して対応させ
ていただきます。

対策 01 対策 02 対策 03

花巡りタクシーツアー主催 神姫観光株式会社 小野支店

※ コロナウイルス感染拡大防止のため、当面
　の間は土曜日も休業とさせていただいてお
　ります。

観光庁長官登録旅行業　第2108号
神姫観光株式会社

総合旅行業務取扱管理者 ： 澁谷克彦
小野支店
〒675-1364 兵庫県小野市鹿野町2468-2
営業時間 ： 月曜日～金曜日 10：00～17：00

TEL ： 0794-70-7106

さんだ観光ガイドと一緒に
約3時間のコースで三田の街を

歩いて巡ります。

スタンプラリー参加店50店舗を巡るスタンプラリー
を開催します。スタンプを4つ集めると、三田牛など
の特産品が当たる抽選会に参加できます。

さんだ春のスタンプラリー

※ 抽選結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

期間 1(木)4 ～ 30 (水)6

参加店 三田市総合案内所

パスカルさんだ物産コーナー 等

スタンプラリー台紙
設置場所

さんだ桜の名所案内と桜の写真展
さんだ桜の名所案内と桜の写真展
観光協会主催「さんだの観光写真募集」の応募作品等から、桜の写真をピックアップして展示します。

期間 ～3月中旬 4月中旬
場所 三田市役所1F シティーセールスコーナー

期   間 ※ 4/5(月)は除く。2(金)4 ～ 7(水)4 9:30～12:30

参加費 600円 (お土産つき)

定   員 平日 5名土・日 10名

コース 三田駅　車瀬橋　旧九鬼家資料館・ふるさと学習館　三田城跡　天満神社・
天神公園　三田駅

お申込み
お問合せ
・ 実施の7日以上前までに参加者全員の「住所」「氏名」「電話番号」をお電話にてお知

らせください。

TEL：079-563-0039【三田市総合案内所】

さんだ観光ガイドと歩く

雨天決
行

さくらと歴史をめぐるツアーさくらと歴史をめぐるツアー

春の三田を1日満喫できる日帰りタクシーツアーです。
5つのコースからご希望のコースを選んでご参加下さい。
※ 花の開花時期は、天候により前後する場合があります。
※ 最少催行人員は2名、最大で4名。全行程添乗員なしで行います。

実施
時間

予約受付開始 10:00～1(月)3

予約
申込 各ツアー実施日の10日前までに、お電話でお申込み下さい。

TEL：0794-70-7106【 神姫観光㈱ 】

10:00～ 15:30三田駅発 三田駅着
(全日程 三田駅発着)

※ ご予約後、詳しい旅行条件書を郵送させていただきますのでご確認下さい。旅行条件は、別途お渡しする旅行条件書、最終旅行日程表及び募集型企画旅
　 行約款によります。出発の10日前よりキャンセル料を頂戴いたします。

お申込みのご案内
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