
加古川市の最新観光情報・イベント情報が
チェックできます！
加古川観光協会
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● 東方面（大阪・神戸・明石から）

● 西方面（岡山・姫路から）
阪神高速神戸線・第2神明道路 → 加古川バイパス → 加古川ランプで一般道へ

山陽自動車道・中国自動車道・播但連絡道・姫路バイパス → 加古川バイパス → 
加古川ランプで一般道へ
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ウェルネスパークのイベント情報
Kakogawa Fresh Artist Concert「Acoustic!」
加古川フレッシュ・アーティスト・コンサート
アコースティック！

音楽好き集まれ！ 15組のフレッシュ・アーティストが、「音響家が選ぶ優良ホール
100選」に選ばれたアラベスクホールでコンサートに挑戦します。クラシックから
ポピュラー・伝統音楽まで、音楽や曲のジャンルもさまざま。加古川愛と音楽愛
あふれる、地元新人アーティストのデビューを、一緒に応援しませんか？

第27回加古川ツーデーマーチ

2016年11月12日（土）・13日（日）
※雨天決行（雨もまた自然です）。荒天以外は実施します。
※大会の実施･中止に関する情報は
TEL. 0180-997-871（11月11日(金)～13日(日)のみ）へお問い合わせください。

一般1,500円、中学生800円、小学生以下無料※保護者同伴

■第1日目 11月12日(土)
 東南コース　40km・20km・10km・5km
■第2日目 11月13日(日)
 西北コース　40km・20km・10km・5km
※2日とも中央会場(加古川市役所前広場)をスタート、ゴール地点としています。
※実際の距離は多少前後します。

加古川ツーデーマーチ実行委員会・（般社）加古川青年会議所･（一社）日本ウオーキング協会

加古川ツーデーマーチ実行委員会事務局
〒675-8501　兵庫県加古川市加古川町北在家2000　加古川市役所　ウェルネス推進課内　TEL：079-427-9180　FAX：079-424-1373

【 と き 】

【参加費】

【コース】

【 主 催 】

【お問い合せ】

「市民ギャラリー」は、みなさん
の創作活動の発表の場として、
誰でも利用できます。芸術作品
の個展はもちろん、グループの
創作活動の展示、発表の機会、
ミニイベントを企画するなど多
目的に利用することができます。

加古川市民ギャラリーのご案内

加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21専門店街3階
開館時間 10:00～18:30
休 館 日  年末年始（12月29日～翌年1月3日）
  およびカピル21専門店街に準じます

詳しくは「加古川観光協会（079-424-2170）」までお問い合わせください。

基本料金 2,000円 /日　12,000円 / 1週間
 ※1日以上1週間未満は1日の利用料の日数分

お申込み・お問合せ
申し込みは、利用希望日の6カ月前の月の初日午前10時から
加古川観光協会（加古川駅前立体駐車場ビル2階）で受け付けます。
（土・日曜日、祝日を除く）

※利用者が入場料を徴収するときや作品・商品等の販売、宣伝広告に
　利用するときは、基本利用料の10割増（倍額）となります。

加古川観光協会からのお知らせ

【発行】加古川市　〒675-8501　兵庫県加古川市加古川町北在家2000　
【制作】加古川観光協会　〒675-0064　加古川市加古川町溝之口701　加古川駅前立体駐車場ビル２階
Tel.079-424-2170　Fax.079-424-2180　http://www.kako-navi.jp/
mail：kankou@city.kakogawa.lg.jp

加古川観光協会

前売 /300円
当日 /500円

主　催

2016年10月16日（日）開催日

お問い合わせ

加古川ウェルネスパーク

加古川ウェルネスパーク アラベスクホール
〒675-0058 加古川市東神吉町天下原370
TEL:079-433-1100（9：30～17：30）第１・3火曜日休館

開　場 13:00 開　演 13:30

※小学生未満は無料

（全席自由）

豊かな自然、歴史と文化が調和する播磨路を舞台とした加古川ツーデーマーチは、
ウェルネス都市加古川の魅力を体感できるウォーキングイベントです。

2016.9

※掲載写真は全てイメージです。



国宝も
あります。
加古川市

国宝　刀田山　鶴林寺

【入山料】 大人500円、小・中学生200円
【宝物館】 大人500円、小・中学生200円

（セット割引等有・ココロンカード提示で無料）
【公開時間】 午前９：００～午後４：３０

閉 午後５：００（年中無休）
【アクセス】 JR加古川駅より「かこバス」別府行きで

約８分、２００円

〒675-0031
加古川市加古川町北在家424
TEL 079-454-7053
http://www.kakurinji.or.jp/鶴林寺の三ヶ院※が所蔵する古道具、書画骨董、古文書などの秘宝が特別公開され

ます。11月12日の加古川ツーデーマーチには、鶴林寺通り抜けの日が設定されます。
今年も「関西文化の日」に協賛して入山と宝物館を無料開放する予定です。詳細は鶴
林寺のホームページなどをご覧ください。

■11月3日（木・祝）～6日（日）／11月11日（金）～13日（日）

秋の特別公開  鶴林寺秘宝展
第2回　鶴林寺三ヶ院塔頭展

普段、堂内にお祀りし、拝観できない仏像を宝物館で拝観していただくことができます。
■10月22日（土）～12月15日（木）

特別展「鶴林寺諸堂の仏たち」

※鶴林寺には浄心院・宝生院・真光院の
三ヶ院があります。

国宝　太子堂

志方町東部の7会場で、見渡す限りの広大なコス
モス畑を楽しむことができます。
各会場では、新米や野菜などの農産物及び加工
品の販売も開催されます。

志方東コスモスまつり 10月8日（土）～16日（日）

【ところ】
【アクセス】

【 T E L 】

志方町東部
ＪＲ加古川駅よりバス「広尾東」・「広尾西」・
「細工所」・「細工所北口」下車、ＪＲ宝殿駅
よりバス「高畑」・「細工所北口」下車すぐ
加古川観光協会 079-424-2170

○菊作り相談日
10月22日（土）午前9時 ～午後3時
毎年、日岡山公園で行われる、伝統を受けつぐ秋
の風物詩。市内を中心に周辺の愛好家が、丹精
込めて育て上げた作品が会場を飾ります。

第61回加古川菊花展 10月16日（日）～11月7日（月）

【ところ】
【アクセス】
【 T E L 】

日岡山公園
JR加古川線・日岡駅　徒歩約10分
加古川市役所観光振興課 
079-424-2190

2016年10月1日（土）～30日（日）

日岡山パブリックアート展  
みて！ さわって！ ふれあって！ みんなで遊んでまちおこし！

日岡山公園は、約35.8ヘクタール（甲子園球場約9倍）の広大な敷地を誇る自然公園です。花々や木々が四季折々の表情を見せる公園一帯は、
日岡山古墳群と呼ばれる歴史スポットでもあります。
この歴史と自然を体感できる日岡山公園を舞台として、パブリックアート展が開催されます。プロによる野外アートから、草木染め・クラフト・森
の秘密基地作りなどの体験型イベントまで、みんなで楽しく遊んで作り上げるアート展です。

10月22日（土）・23日（日）／旧配水池（展望所）
画家・久保田裕美さんによるライブドローイング。
アートで展望所の旧配水池をラブスポットに変身
させます！

子園球場タール（甲子園日岡山公園は、約35.8ヘクター
ポットでもありる歴史スポッ日岡山古墳群と呼ばれる歴
公園を舞台
トまで、み

展望所）

きる日岡山公体感できる日この歴史と自然を体感
りなどの体験型イベン作りなどのの秘密基地作りな

10月22日（土）・23日（日）／旧配水池（展
イング。画家・久保田裕美さんによるライブドロー
トに変身アートで展望所の旧配水池をラブスポッ

させます！

壁画をライブドローイングで製作！1

10月2日（日）10：30～11：00／野外ステージ
自然の中で、書道パフォーマンス。藤田雄大氏に
よる「森の中の書道展」です。

10：30～11：00／野外ステージ10月2日（日）
書道パフォーマンス。藤田雄大氏に自然の中で、書
の書道展」です。よる「森の中の

書道パフォーマンス4

場約9倍）の広大な敷地を誇る自然公園です。花々や
ります。
台として、パブリックアート展が開催されます。プロ
んなで楽しく遊んで作り上げるアート展です。

森の秘密基地づくり2

や木々が四季折々の表情を見せる公園一帯は、

ロによる野外アートから、草木染め・クラフト・森

石割体験・割った石で
クラフトを作ろう3

期間中毎週土日開催　※30日（日）は開催しません
日岡山の木々を画廊に見立てて、一般の方々か
ら好きな額を選んでいただくコンテストです。

期間中毎週土日開催　※30日（日）は開催しません
日岡山の木々を画廊に見立てて、一般の方々か
ら好きな額を選んでいただくコンテストです。

森の画廊のコンテスト5
期間中開催
みんなで遊ぼう。
森の小路を行くと出会えるかも？

期間中開催
みんなで遊ぼう。
森の小路を行くと出会えるかも？

妖精の住む森6

久保田裕美さん
1982年兵庫県生まれ。2007年大阪教育大学大学院
修了。2006～2016年に壁画35ヵ所、個展・グループ
展多数出展。

期間中毎週土日開催／いこいの広場
※30日（日）は開催しません
森の秘密基地づくりにチャレンジ！竹などで組み立
てた骨組に、布やござを壁代わりにかけたり地面に
敷いたりして、オリジナル基地作りが体験できます！

10月16日（日） 10：00～15：00
エントランス広場
竜山石（宝殿石）は、古代から現代まで1700年
以上の歴史のある高砂市の特産品です。この竜
山石の石割体験と、クラフト作りに挑戦しよう！

詳しくはNPO法人加古川緑化クラブのホームページをご覧
ください。　　http://www/bb.banban.jp/hiokayama/ 加古川緑化クラブ

前半の12～15日は、和紙と墨によるアート作
品と「萩焼き」の食器、後半の16～20日は、
地元在住の「描く事が大好きな仲間」展をお
楽しみください。

おかげさまで10周年
かこがわまちかどミュージアム

今年も「かこがわまちかどミュージアム」を開催します！　東播磨のまち全体が博物館に生まれ変わります！
絵画・陶芸・木工・写真・雑貨・アクセサリー・昭和レトロ雑貨・熱帯魚・ファッションショー・ライブ、自由なミュージアムが街中に！

はガイドマップでの掲載No.です。　※ガイドマップは市内の公共施設・各会場・ポスターのある「協働」先で配布。

2016年11月12日（土）～20日（日） 49会場52ブース

前半の12～15日は、和紙と墨によるアート作
品と「萩焼き」の食器、後半の16～20日は、
地元在住の「描く事が大好きな仲間」展をお
楽しみください。

はガイドマップでの掲載No.です。 ※

ぎゃらりー＆サロン 日本堂1

キルトと出会って25年・野原チャックスで学んだ
私の集大成です。キルトパーティーへおいで下
さい。

※ガイドマップは市内の公共施設・各会場・ポス

キルトと出会って25年・野原チャックスで学んだ
私の集大成です。キルトパーティーへおいで下
さい。

加古川総合文化センター2

■前半・後半共 10:00~17:00 （最終日15：00）
■加古川市加古川町篠原町1-70
Tel.079-423-1053

■11/16（水）～20（日）　10：00～18：00（最終日17：00）
■加古川市平岡町新在家１２２４－７
　Tel.079-425-5300 

■前半・後半共 10:00~17:00 （最終日15：00）
■加古川市加古川町篠原町1-70
Tel.079-423-1053

■11/16（水）～20（日）　1
■加古川市平岡町新在家
Tel.079-425-5300 

Galeria Puntoガレリア プント4

■11/12（土）～20（日）〈日曜・18日（金）休廊〉
11：00～18：00〈17日（木）16：00まで〉

■加古川市加古川町粟津81-5　Tel./Fax：079-424-7766

まちかどミュージアムの趣向をこらした楽しい各会場を、撮影しながら回りませんか？　
あなたの写真をフォトコンテストにご応募ください。

マップに掲載されている各会場にあ
るスタンプを9個集めてください。先
着100名様に、参加作家の手作り作
品をプレゼントします！

第2回まちかどミュージアム 
「フォトめぐり」公募大賞展 開催！

スタンプラリーも
開催します！
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【前半】11/12（土）～15（火）

【後半】11/16（水）～20（日）

25
感じたままを
「書道」「書画」
に表現

34 キルトパーティーへようこそ
私の宝物展

27「秋風の詩」絵画作品展

ドイツ、デュッセルドルフ美術大学に在籍中の空
間アーティスト、濱脇奏によるインスタレーショ
ンアートを展示します。

0：00～18：00（最終日17：00）
１２２４－７

フ美術大学に在籍中の空ドイツ、デュッセルドルフ
奏によるインスタレーショ間アーティスト、濱脇奏
。ンアートを展示します。

加古川市民ギャラリー5

■11/14(月）～20（日）　10：00～18：30（最終日15：00）
■加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21専門店街3階
Tel.079-424-2170 / 050-3057-7825（濱脇）

28 留  め／ま  る（とどめる　とどまる）

立体：北井 真衣
「日常のはずの非日常を日用品のカ
タチへと表現します」
1985年 金沢生まれ。陶芸作家。

平面：内田　江美
山梨県生まれ。日本画家・安藤峯
子氏に師事。服飾デザイナーを
経て、画家として活動。

20 バトンをつなぐ企画展「点から線へ」

タイ闘魚の原種の数々とメキシコ産メダカの展
示をします。
ご希望の方には熱帯魚イラストポストカードをプ
レゼントします。

スターのある「協働」先で配布。ス

タイ闘魚の原種の数々とメキシコ産メダカの展
示をします。
ご希望の方には熱帯魚イラストポストカードをプ
レゼントします

私立　別府水族館3

■11/13(日)・11/20(日)　9：00～18：00
■加古川市別府町東町80
Tel.090-4037-7933（上田）

43 エントランスホールの
不思議な世界

26
萩焼きの
食器たち
陰山窯

締め切り

公募先・展示会場

応募規格
出展料
賞

展示期間
審査方法
審査発表
お問い合わせ

ぎゃらりー＆サロン日本堂　加古川市加古川町篠原町1-70　Tel.079-423-1053

2016年12月12日（月）
プリント A4サイズ　1人2点まで

500円

大　賞  20,000円（1点）
準大賞 10,000円（1点）
優秀賞 5,000円（1点）
入　賞 記念品5点
（入賞作品は著作権を含む買い上げ
賞となります）

2017年1月19(木)～23日(月)

展示期間中に一般投票させていただきます。

1月22日（日）午後

※まちかどミュージアム期間中は、メイン会場「ぎゃらりー＆サ
ロン日本堂」にて受け付けます。
会期終了後は、事務局までお問い合わせください。
事務局：加古川市加古川町木村150-8
Tel./Fax079-420-7758　090-5241-3114（遠藤）

詳しくはQRコードから公式サイトへアクセスしてください。

※メイン会場となる「松風ギャラリー」「ぎ
ゃらりー＆サロン日本堂」「加古川市民
ギャラリー」「加古川総合文化センタ
ー」の会場のスタンプは必ず入れてくだ
さい。
※プレゼントはぎゃらりー＆サロン日本堂
にて、11月19日（土）・20日（日）にお渡し
します。
※お一人様1回でお願いします


