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姫路市まちづくり振興機構は、姫路市の外郭団体として、市の各施設の管理運営や、各種

イベント等の開催を行っています。この広報誌では、当機構の活動をご紹介します。 

ひと・まち・みどりが調和した未来の姫路を目指して  

一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 
体一つでは参加しきれない、姫路市まちづくり振興機構の秋の行事。  

フリーマーケット 

秋のセントポーリア展 

紅葉会 

ひめじ綱引選手権大会 

播州戦士ソウルダーショー 

ひめじ植木いち 

秋の洋ラン展 

はたらく車がやってくる！ 

移動動物園 

藍華綴り展 

シクラメン展 

ひめじ DO! スポーツデイ 

お正月の寄せ植え作り 

お正月のフラワーアレンジメント 

 

市花さぎ草写真展 

秋のサボテンと多肉植物展 

どんぐりごま大会 

ひめじ花と緑のまちづくりポスター

展・コンクール展 

秋の大茶の湯 

姫路市民ゴルフ大会 

姫路書写レディーストーナメント 

ママフェス姫路 2015 

ひめじ綱引選手権大会 

ひめじ DO!スポーツデイ 

どんぐりごま大会 

藍華綴り展 

播州戦士ソウルダーショー 

姫路市民ゴルフ大会 

1 

※まちづくり振興機構が実施するイベントの一部

を掲載しています。写真は、過去に実施された

イベントの様子を含むため、実際のイベントの

内容は写真と異なる場合があります。 



 

  

日 Sun. 月 Mon. 火 Tue. 水 Wed. 木 Thu. 金 Fri. 土 Sat. 

27 28 29 30 10/1 
○市花さぎ草

写真展 

2 3 

4 
○ ハーブの楽

しみ方 

 

5 6 7 8 
 

9 10 
◇秋のサボテン

と多肉植物展 

11 12 体育の日 13 14 15 16 17 
◇どんぐりごま

大会 

18 
カヌー教室 
（木場ヨットハーバー） 

19 20 21 
◆ ひめじ花と

緑のまちづ

くりポスタ

ー展・コン

クール展 

 

22 23 24 
○ 秋の盆栽と

山野草展 

 

 

◇ 秋のベゴニ

ア展 
 

25 
● 秋の大茶の湯 

○ 盆栽の楽しみ

方 

 

26 27 
〼 第 91 回姫路

市民ゴルフ

大会 

28 29 
◎  第 31 回 姫 路

書写レディー

ストーナメン

ト 

30 31 
■ ママフェス

姫路 2015 

●：好古園      (079)289-4120 

■：ひめじ手柄山遊園  (079)296-0503 

◆：緑化推進部     (079)291-1914 

○：緑の相談所      (079)298-5571 

◇：手柄山温室植物園  (079)296-4300 

〼：総合スポーツ会館  (079)293-1321 

◎：書写テニスコート  (079)267-1660 

：豆いっぱい大福の日(大手門茶屋) (079)282-7707  

(6 個入りパックを 5 個分の代金でご提供)   

※ 各施設の定休日は最終ページをご覧ください。 

📞 
お問合せ 

まちづくり振興機構は 4 つの団体（旧 4 財団）が統廃合して平成 21 年に設立。アメリカのオバマ大統領が就任した年だ。 

10/25 まで 

10/18 まで 
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10/12 まで 

10/10(土)～18(日) 秋のサボテンと多肉植物展 

会場：手柄山温室植物園 サボテンや多肉植物の珍しい形態

や美しさなどを紹介します。各種 50 種 150 点展示。共催団

体：カクタス姫路同好会 

会場：手柄山温室植物園  

サボテンや多肉植物の珍しい形態や美し

さなどを紹介する。各種 50 種 150 点展

示。共催団体：カクタス姫路同好会 

10/10(土)～18(日) 秋のサボテンと多肉植物展 

 

2015 10 月 
参加者 

事前募集 
： 

11/1 まで 

10/25(日) 秋の大茶の湯 

会場：潮音斎（好古園内） 

風情ある庭園で気軽にお茶を楽しめるお茶

会。双樹庵呈茶会によるお点前を披露。 

 

10/26まで 

10/17(土) どんぐりごま大会 

会場：手柄山温室植物園  時間： 10：00 - 14：00 

どんぐりで自分のこまを作り、回転時間を競いましょう。 

小さい子の部（小学校 3 年生以下）、大きい人の部（小学

校 4年生以上、大人）の部門を設けます。 

食欲の秋 

豆大福の秋 

秋のサボテンと多肉植物展 

10/10 から開催 

機構

メモ 



  

まちづくり振興機構の前身、姫路市都市整備公社は昭和 45 年設立。この年、大阪万博が開催された。 3 

場 所： 木場ヨットハーバー 

時 間： ① 10:00 ～ 12:00 

 ② 13:00 ～ 15:00 

内 容： 乗艇講習の後、的形沖 

までの海岸沿い約4キロ

を往復します。 

対 象： 小学４年生以上 

（小中学生は保護者同伴） 

定 員： 各回 12 名 

参加費： 大人 300 円 

小中学生 150 円 

お問合せ 

姫路市 スポーツ推進室 

(079)221-2699 

第 91回 姫路市民ゴルフ大会 

場 所：旭国際姫路ゴルフ倶楽部 

姫路市香寺町相坂 1356-8  

時 間：8:00～ 

募集人員：200 名(4 名×50 組) 

申込料金：1 名につき 1,000 円 

(プレーフィは各自負担) 

 ：9 月 30 日(水)  9:00 

お問合せ  総合スポーツ会館 (079) 293-1321 

池や谷が巧みに配置された戦略的コース！ゴルフ好きは
是非腕試しにご参加ください！ 

お問合せ 姫路書写テニスコート (079)267-1660 

例年、実力者揃いの本大会。今年も腕に自信のある女性テニス
プレイヤーの方々の参加をお待ちしております！ さぁ、ベスト
パートナーと呼吸を合わせ、勝利を目指しましょう！ 

場 所：姫路書写テニスコート 

時 間：9:30～ 

内 容：女子ダブルストーナメント 

定 員：一般女子 先着 28 組 

参 加 料：1 組 4,100 円 

10月はスポーツイベントもりだくさん！ 

まちづくりポスター展 

花と緑の ひめじ 

コンクール展 
姫路市内のご自慢のご自宅や職場、学校の庭、

花壇などの写真を展示します。 

ひめじ 第 31回 

開催時間：9:30～16:30（25 日は 15:00 まで） 表彰式（コンクール展）：10/25（日）15:00～ 

開催場所：手柄山交流ステーション（花と緑のコンクール展のみ、10/26 (月) ～30 (金)に市役所 1 階ロビーで入賞作品を展示） 

お問合せ  姫路市まちづくり振興機構 緑化推進部 (079) 291-1914 

姫路市内の小・中・高生が「花と緑にあふれるまちづくり」

をテーマに描いたポスターを展示します。 

第 21回 
 ▶

花と緑の 

機構

メモ 



 

  

日 Sun. 月 Mon. 火 Tue. 水 Wed. 木 Thu. 金 Fri. 土 Sat. 

11/1 
 

2 3 秋分の日 
■ フリーマー

ケット 

4 5 6 7 
○ 秋季盆栽 

作品展 

 

 

◇秋のセント

ポーリア展 

 
8 
■ キャラクター

ショー 

○ 盆栽の育て方

観賞の仕方 

9 10 11 12 13 
● 紅葉会 

14 

15 
■ 播州戦士 

ソウルダー

ショー 

○ 家庭果樹の

育て方 

〼 第 26 回ひめ

じ綱引選手権

大会 

16 17 18 19 20 21 
◆ ひめじ植木

いち 

○ 寒蘭展 

◇ 秋の洋ラン展 

22 

■ エア遊具 

サスケチャ

レンジ 

 
■ はたらく車が

やってくる！ 

 

23 勤労感謝の日 
■ かわいい動

物に会える! 

移動動物園 

24 25 26  27 28 

29 30 12/1 

 

2 3 4 5 

11/30 まで 

秋のベゴニア展

11/1 まで 

11/13(金)～30(月) 紅葉会(もみじえ) 

 会場：好古園 

園内の紅葉した木々を鑑賞できます。

期間中の金土日祝は 20：00 まで（入

園は 19:30 まで）開園し、日暮れととも

にライトアップします。 

友達や 

家族と一緒に 

豆大福 

5 個の値段で 

6 個買える日 

 
  

毎月 18日は豆いっぱい大福の日 

大手門茶屋では、毎月 18 日に豆大福を６個買うと、

通常価格 130円× 6=780円のところを、650円にて

ご奉仕。お友達やご家族でぜひ (価格は税込)。 

 

11 月 
参加者 

事前募集 
： 

会場：手柄山温室植物園  

「室内花の女王」とも呼ばれる

セントポーリアを、各種 50 種

150点展示します。 

11/7(土)～15(日) 秋のセントポーリア展 

 
11/9 まで 

11/15 まで 

旧 4 財団の一つ、姫路市施設利用増進協会は昭和 55 年設立。同年「ポカリスエット」が発売された。 

藍華綴り展 12/1 から開催 

11/29 まで 

11/21（土）～29(日)  

秋の洋ラン展 

会場：手柄山温室植物園  

秋咲きのカトレアを中心に、オ

ンシジウム、パフィオペディル

ムなど約 100種 200点展示。 

23 日(月)は勤労感謝の日の

為、入園無料です。 
 

11/23 まで 

11/29 まで 

11/22 まで 
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●：好古園      (079)289-4120 

■：ひめじ手柄山遊園  (079)296-0503 

◆：緑化推進部     (079)291-1914 

○：緑の相談所      (079)298-5571 

◇：手柄山温室植物園  (079)296-4300 

〼：総合スポーツ会館  (079)293-1321 

◎：書写テニスコート  (079)267-1660 

：豆いっぱい大福の日(大手門茶屋) (079)282-7707  

(6 個入りパックを 5 個分の代金でご提供)  

※ 各施設の定休日は最終ページをご覧ください。 

📞 
お問合せ 

機構

メモ 



  

 

場 所：ウインク体育館 

(姫路市立中央体育館) 

開 会 式：9:45～ 

募集部門：小学生 低・中・高学年の部 

男子一般・選抜の部 

女子一般・選抜の部 

申込料金：1 チーム 6,000 円 

小学生は 3,000 円 

一進一退の白熱の攻防が繰り広げられるひめじ綱引選手権大会。今年もウインク体育館（姫路
市立中央体育館）で熱戦の幕が上がります。力だけでなくチームワークも重要なこの競技。コミ
ュニケーションづくりの一環として、是非参加してみませんか？ 

 

申込期限 (日) 

(079) 293-1321 

 

緑化推進部の前身、姫路市緑化協会は平成 4 年設立。アニメ『クレヨンしんちゃん』放送開始の年でもある。 

ひめじ手柄山遊園にご当地ヒーローが集結！ 

ここ播磨を守るヒーロー『播 州
ばんしゅう

戦士
せんし

ソウルダー』をはじめ、多数のご

当地ヒーローが夢の競演。ここでしか見られないショーが盛りだくさん。

さらにヒーローたちとのゲームも開催。 

楽しさ満載の 1 日！ひめじ手柄山遊園に集まれ！ 

 

播州戦士ソウルダー 

ヒーローしゅうけつ  ソウルダーをすくえ 

11/15(日) 

開 戦 

 

かい  せん 

ばんしゅうせんし 

お問合せ  ひめじ手柄山遊園 (079) 296-0503 

機構

メモ 5 

第 25 回 

ひめじ植木いち 

ひめじ緑いち参加協力組合加盟の店舗による植木・花苗

の販売を実施します。 

また、植木等のせり市、植木の剪定講習会、お楽しみ抽

選会などを実施予定です。 

11/21(土) 

 ▶29(日) 

会場：大手前公園 
過去の開催の様子 

お問合せ  緑化推進部 (079) 291-1914 



 

  

日 Sun. 月 Mon. 火 Tue. 水 Wed. 木 Thu. 金 Fri. 土 Sat. 

11/29 30 12/1 
● 藍華綴り展 

2 3 4 5 
◇シクラメン展 

6 7 8 9 10 11 12 

13 
○ お正月の寄

せ植え作り 

〼 ひめじ DO! 

スポーツデイ 

14 15 16 17 18 19 

20 
○ お正月の 

フラワーアレ

ンジメント 

 

21 22 23 天皇誕生日 

■ クリスマス

イベント 
（詳細未定） 

24 25 

 

26 

27 28 29 30 31 1/1 元日 2 

毎月 18日は豆いっぱい大福の日 

18日以外でも、大手門茶屋でカフェドリンクと豆大福

をセットで注文すると、豆大福が通常価格 130 円→

セット価格 100円に！ お得に豆大福を味わえま

す。 (価格は税込)。 

 

シクラメン豆知識 

「死」「苦」を連想するため、

病気のお見舞いには向かな

い。 

また花が炎を連想させるた

め、新築祝いにも向かない。 

 

＋ 

＝5個分の代金 

12/5（土）～24(木) シクラメン展 

 会場：手柄山温室植物園  

冬の代表的な花、シクラメンの最新品

種など 50種 200点を展示。育て方の

解説展示もあります。 

合わせて、シクラメンを活かしたクリス

マスディスプレーもお楽しみください。 

A HAPPY 

NEW YEAR 

手柄山遊園・温室植物園 休園日 

 

シクラメン豆知識 

塊根（イモ）をブタが

食べるため「ブタノマン

ジュウ」という別名もあ

る。塊根は有毒だが、昔

は食用にされていた。 

12/14 まで 12/24 まで 

総合スポーツ会館、各スポーツ施設 休館日 （1/4まで） 

 

緑の相談所 休館日 （1/3まで） 

 

好古園、大手門茶屋 休園日 

 

市民会館、各市民センター 休館日 （1/3まで、朝日山荘は 1/1まで） 

 

12 月 
参加者 

事前募集 
： 

姫路市スポーツ振興財団（現在のスポーツ振興部）は平成 4 年設立。この年、バルセロナオリンピックが開催された。 

●：好古園      (079)289-4120 

■：ひめじ手柄山遊園  (079)296-0503 

◆：緑化推進部     (079)291-1914 

○：緑の相談所      (079)298-5571 

◇：手柄山温室植物園  (079)296-4300 

〼：総合スポーツ会館  (079)293-1321 

◎：書写テニスコート  (079)267-1660 

：豆いっぱい大福の日(大手門茶屋) (079)282-7707  

(6 個入りパックを 5 個分の代金でご提供)  

※ 各施設の定休日は最終ページをご覧ください。 

📞 
お問合せ 

6 
機構

メモ 



 

 

  

武道をはじめ各種スポーツ教室を「見て、

聞いて、体験」できるひめじ スポーツ

デイ。日頃運動不足の方や、何かスポーツ

を始めようかなと思案中の方は是非ともこ

の機会にお試しください。教室はすべて無

料で参加いただけます。快汗とともにさぁ

身体を動かしましょう！！ 

お問合せ 

総合スポーツ会館  (079) 293-1321 

まちづくり振興機構は平成 25 年に一般財団法人に移行。「じぇじぇじぇ」「倍返し」「おもてなし」「今でしょ」が話題の年。 

藍華綴り展 

―古き職人の手仕事が、新たな姿で蘇る。 

12/ 1(火) 

 ▶14(月) 
展示場所： 姫路城西御屋敷跡庭園 好古園内 

 潮音斎・活水軒ロビー 

入 園 料： 大人（18 歳以上） 300 円 

     小人（小中高生） 150 円 

江戸、明治、大正、昭和の古布で作った  

パッチワーク作品を展示します。 

お問合せ   好古園 (079) 289-4120 
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機構

メモ 

 

姫路書写テニスコートでは、レンタルテニスコートの

無料開放、コーチ陣による無料レッスンを開講！！ 

詳細は下記までお問合わせください。 

姫路書写テニスコート (079)267-1660 



 

 

発行： 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 姫路市安田四丁目１番地 姫路市役所北別館６階 

TEL： （079）221-2903 （代表） / （079）221-2904 （経営推進室） 

広報誌まちしん 
2015年秋号 

●ホームページ http://himeji-machishin.jp/ 

●フェイスブック https://www.facebook.com/HimejiMSK 

●ブログ  http://blog.livedoor.jp/machishin/ 

●FM ラジオ番組「ぶらっと ♪ まちナビ」 (ＦＭゲンキ 79.3MHz) 

毎週金曜日の 12時 30分～12時 45分放送 

（翌土曜日の 14時 30分～14時 45分再放送） 

姫路市まちづくり振興機構 

ホームページ フェイスブック ブ ロ グ 

各施設の定休日(年末年始を除く) 

■：ひめじ手柄山遊園 毎週水曜日 
 (祝日は営業、プール期間中無休) 

○：緑の相談所 毎週火曜日(祝日の場合翌日) 

◇：手柄山温室植物園 毎週金曜日(祝日の場合前日) 

◆：木場ヨットハーバー 毎週火曜日(祝日の場合翌日) 

※ 上記以外に年末年始期間に定休日があります。好古園、大手門茶屋、

各スポーツ施設、市民センターは年末年始のみ定休日があります。 

※ 緑化推進部事務所は土・日・祝日が定休日です。 

※ 一部の市民センターは月曜日又は火曜日が定休日の場合があります。 

※ 都合により定休日以外でも臨時休業することがあります。 

 

 

第２号は、創刊号からページ数が倍増して８ページになりました。各部署の広報担当者が集まり、よりよい広報誌を作るべく

奮闘中です。この誌面はほとんど Word で作成していますが、写真や画像の載せすぎか PC の動作が止まることも…… 

0 
書写テニスコートの喫茶室をリニューアルし、

スポーツコミュニティカフェ「S-port 書写」が

オープンします。テニスのみならず、スポーツを

愛する全ての方のための場所となっています。 

ぜひお越しください。 

「S-port 書写」 

お問合せ  姫路書写テニスコート (079) 267-1660 

・各種スポーツ・イベントの案内 

・会議などを行えるレンタルスペース（500円/時、予定） 

・大型テレビによるスポーツチャンネルの放映 

・オープンWi-Fi完備 

エスポート 

編集 
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おすすめ商品 

姫路城の目の前にある大手門駐車場内では、喫茶スペース、お土産コーナー、コンビニが

あるレストハウス、大手門茶屋を営業しています。 

日頃のご愛顧に感謝を込めて、この度は、500 円以上お買い上げの際に使える 50 円引クー

ポンをご用意しました。姫路城の近くに来られた時には、ぜひお立ち寄りください。 

お城を歩いたその後に、大手門茶屋でひと休み。 

隠れた姫路グルメ、アーモンドトースト。さっくり食感の

食パンに、香ばしいアーモンドバターを塗ってこんがり焼い

た、こだわりの一品です。（コーヒーは別売） 

十勝産小豆使用のつぶあんをたっぷりと包んだ豆いっ

ぱい大福は、白大福とよもぎ大福の２種類があり、人気

はほぼ互角です。どちらにするか迷ったら、白とよもぎ

が１つずつ入ったパックもあります。 

店の前では、かかしの

夫婦がお城を眺め、ひと

休みしています。 

http://himeji-machishin.jp/
https://www.facebook.com/HimejiMSK
http://blog.livedoor.jp/machishin/

