
朗読会『清州会議』（連続７回）

朗読グループ“いずみウエスト”による朗読会 、

日本史上初、会議によって歴史が動いた「清須会議」を、三谷

幸喜監督が極上の傑作時代劇として映画化した作品の朗読です。

日時： ９月８日（金） １４：００～

場所： 西二階町商店街 七福座

料金： 入場無料

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 

※ 変更などにより情報が異なる場合がありますので、詳細については各主催者にご確認ください。

ふれあい新鮮市

手づくりのふる里・はりまの自慢の品々が大集合！

新鮮な野菜や水産物、加工品などを販売しています。

日時： ９月１日（金）・２日（土） １０：００～１７:００

（売り切れ御免）

場所： 二階町商店街

問合せ先： 二階町商店街振興組合 079-225-1040 

ひめじ・たつのじばさん皮革まつり

兵庫県下地場産業の皮革製品のPRや姫路市・たつの市の

皮革製造業者がかかわる皮革製品を販売します。

日時： ９月２２日（金）～２４日（日） １１：００～１９：００

場所： 姫路駅北中央地下通路

問合せ先： にぎわい交流広場ステーション 079-287-0363

おみぞの日

当日、小溝筋商店街の各店でのお買い上げ「2,０００円以上

のレシート」を粗品引替所（三井住友銀行 東側）に持参

された方には、山崎屋のハマグリ（和菓子）プレゼントか

ガラポン抽選（あたり￥1,000金券、はずれ￥500金券プレ

ゼント）かを選べます。

日時： ９月１７日（日） １１：００～１７:００

（無くなり次第終了)

場所： おみぞ筋商店街

問合せ先： 小溝筋商店街振興組合 079-222-7300

播磨べっちょない市

木工、布、革、毛糸、ガラス、花、石、粘土、ビーズ、占い、

焼き菓子など多彩な手作り雑貨が集合します。

日時： ９月３０日（土）１１：００～１７：００

場所： 姫路駅北にぎわい交流広場（中央地下通路）

問合せ先： Bigforest bigforest76@gmail.com

林田新鮮野菜市

林田町の農家の方が手作りされた新鮮な野菜や加工品などを、

お得な価格で売られています。

日時： ９月２７日（水）

９：４５～１２:００頃まで（売り切れまで）

場所： 西二階町商店街 七福座前

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 

愚かな夢の会

経験豊富な素人さんたちによる落語会。

出演は、千里家やん愚ほかです。

日時： ９月１７日（日） 14：00～

場所： 西二階町商店街 七福座前

料金： 入場無料

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 

ル・ポン国際音楽祭2017プレコンサート2

姫路市吹奏楽団まちかどコンサートです。

君の名は。など、気軽に楽しめる演奏会です。

日時： ９月１０日（日）

①11：00～11：30 ②13：30～14：00

場所： 姫路駅北にぎわい交流広場、キャスルガーデン北広場ステージ

料金： 入場無料

問合せ先： にぎわい交流広場ステーション 079-287-0363
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※ 変更などにより情報が異なる場合がありますので、詳細については各主催者にご確認ください。

救急医療フォーラム

「みんなで学ぼう！救急と防災」を主題に、災害に関する話題や

高齢者の感染症、救急車の適正利用についての講演、救命処置の

手順の開設なども行います。

日時： ９月３日（日）１３:３０～１６:３０ （開場13：00）

場所： 姫路市文化センター 小ホール・地下展示室

料金： 入場無料（定員500名）＊姫路市民対象

＊心肺蘇生法の実技演習100名（当日受付先着順 地下展示室）

問合せ先： 姫路市救急医療協会 079-298-0119

市場市民感謝デー

開設から６０年を迎える市場で、生鮮食料品やその加工品

の販売、市場で取り扱う食材の飲食コーナーなどもあります。

日時： ９月２日（土）１６:００～２０：００

場所： 姫路市中央卸売市場

料金： 入場無料 雨天決行

問合せ先：姫路市中央卸売市場 079-221-6670

＊駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

中・西播磨地域 姫路市合同防災訓練

南海トラフ巨大地震を想定した防災訓練を姫路市と中・西播磨

地域が合同で実施。また、国民保護訓練も併せて行います。

約80機関約3,000人、ヘリコプター3機、車両約100台

日時： ９月３日（日） ９：３０～１２：００

場所： 東部析水苑西側敷地（姫路市白浜町丙585）

料金： 見学無料

問合せ先： 姫路市危機管理室 079-223-9596

国姫祭

バザーや模擬店、舞台発表などのイベントを開催します。

日時： ９月２３日（土）９：３０～１５：３０ごろ

場所： 姫路医療センター附属看護学校

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路医療センター附属看護学校 079-222-4530

豊穣の国・はりま 大物産展

播磨地域の味自慢と技自慢が大集合！！

地場産品や特産品などを一堂に集め、その販売や市町のPR、

ステージイベント盛りだくさん！播磨地域のゆるキャラたち

も勢ぞろいします。

日時： ９月３０日(土)・１０月１日(日)

１０：００～１７：００（雨天決行）

場所： 大手前公園

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市産業振興課 079-221-2507

避難訓練コンサート

コンサート鑑賞中の災害発生を想定し避難訓練を行います。

災害発生後、係員の誘導に従ってホールから避難した後は、

客席に戻って再びコンサートをお楽しみいただきます。

子どもから大人まで楽しめる曲を予定しています。

日時： ９月２８日（木）１３：００開演 （12：00開場）

場所： 姫路市文化センター 小ホール

料金： 入場無料（全席自由）

問合せ先： 姫路市文化センター 079-298-8011

※コンサート中に大人数による避難訓練を行うため、３歳以下のお子様は

ご入場できません。

プロムナード・コンサート

ソプラノとピアノによる朝のひとときを楽しめます。

気軽にクラシックを聴けるコンサートです。

日時：９月１７日（日）10：00～11：30（開場9：45）

場所：イーグレひめじ ３F あいめっせホール

料金：入場無料

問合せ先：イーグレひめじ 079-287-0803

サークルさえずり 朗読会

高倉健「少年時代」-語り継ぐ戦争-を朗読します。

10代に敗戦を経験した彼の自伝。健さんの幼い頃を垣間

見れる一冊です。

日時： ９月２３日（土） １３：３０～１５：００

場所： 姫路市立城内図書館2階中会議室

料金： 入場無料（当日受付先着40名）

問合せ先： サークルさえずり 079-289-4887（木曜日のみ）



※ 変更などにより情報が異なる場合がありますので、詳細については各主催者にご確認ください。

ガイドウォーク

初秋の森を歩く

約2キロのコースをゆっくり歩きながら、レンジャーが見所を

ご案内します。

日時： ９月１0日（日） 10：00～12：00 雨天決

場所： 自然観察の森

料金： 参加無料 5才以上 小学生以下は保護者同伴

服装： 運動靴、ズボン、帽子で

問合せ先： 自然観察の森 079-269-1260 

絵本の読み聞かせ

小さい子ども向けの絵本の読み聞かせです。

日時： ９月５日（火）１１：００～１２：００

場所： 星の子館 ６F どくしょルーム

料金： 参加無料 （用事とその保護者）

問合せ先：宿泊型児童館 星の子館 079-267-3050

1

バンブーフェスティバル

星の子館には竹林があります！

竹をテーマに工作などをして楽しむ自然体験イベントです。

日時： ９月２日（土）14：00～16：00

場所： 星の子館 なかよしホール

料金： 参加無料（定員20組、当日受付、小学生親子対象）

問合せ先：宿泊型児童館 星の子館 079-267-3050

おはなしの会

小さなこどもたちの絵本スペースで、ボランティアによる

絵本の読み聞かせを行います。

日時： ９月１６日（土）11：00～11：２0

場所： 姫路文学館南館 よいこのへや

費用： 参加無料（当日受付 先着３０名）

問合せ先： 姫路文学館 079-293-8228

歴はく倶楽部「シデ棒をつくろう」

紙と竹で、本格的なミニサイズのシデ棒を作 ります。

日時： ９月２４日（日）

①１０:００～１１:３０ ②１３:００～１４:３０

場所： 兵庫県立歴史博物館1階 1階ロビー

費用： 参加費 1回￥100 当日受付先着順 各25組

＊小学4年生以下は要保護者同伴

問合せ先： 兵庫県立歴史博物館 079-288-9011

えほんのじかん

絵本の読み聞かせや手遊びを楽しめます。

日時： ９月２３日(土) １１：００～１１：３０ごろ

場所： 城内図書館

料金： 参加費無料 当日直接会場へ

問合せ先： 姫路市立図書館（城内図書館）079-289－4884

姫路動物愛護フェスティバル

写生コンクールの表彰式、介助犬デモンストレーションなどの

ステージイベント、動物園クイズラリー、ふれあい広場スペシ

ャルなどのイベントを開催します。

日時： ９月１８日（月） フェスティバル 9：00～15：00

＊動物園の開園時間は通常通り9：00～17：00(入園16：30まで)

場所： 姫路市立動物園

料金： 入園料無料

問合せ先： 姫路市立動物園 079-284-3636

姫路城漆喰塗り体験会

姫路城の白さの秘密、「漆喰（しっくい）」。

この漆喰を姫路城の修理をしている職人さんと一緒に塗る体験が

できます。

日時： ９月２４日（日）１０：００～１５：００

（雨天・荒天の場合、１１月２６日（日）に順延）

場所： 姫路城三の丸広場

料金： 体験無料

問合せ先： 姫路市立城郭研究室 079-289-4877


