
※ 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。

恒例ガラポン大会

１回５００円で運だめし！お買いもの券が当たる！大当たり

￥３,０００、当たり￥１,０００、末等でも￥５００！商店

街で使えるお買いもの券が当たります。催日に加盟店でお買

い物したレシート1,000円分以上を持参で、景品を点プレゼ

ントします。

日時： １０月１４日（土）・１５日（日）

１部11：00～ 2部15：00~（なくなり次第終了）

場所： 姫路駅前みゆき通り商店街

問合せ先： 姫路駅前商店街振興組合 079-284-0348

イブニング演奏会

姫路独協大学創立30周年記念

海外での招待公演も行う獨協埼玉高等学校の吹奏楽部による

イブニングコンサートを開催します。

日時： １０月２１日（土）１６：００～１７：００

場所： 姫路駅北にぎわい交流広場 キャッスルガーデン北広場ステージ

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路独協大学総務課 079-223-9188

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： １０月１５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

098

終活にかかわる相談会

遺言や相続など終活にかかわるいろいろな問題についての

お気軽にご相談ください。

日時： １０月６日（金） １０：００～１４：００ごろまで

場所： 西二階町商店街 七福座

料金： 相談無料

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 

朗読会『清州会議』

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： １０月１４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 

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、

お得な価格で販売します。

日時： １０月２5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 

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ます。

日時： １０月６日（金）・７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 

行政書士無料相談会

契約書の作成や遺言、相続などに関する相談会をおこないます。

日時： １０月１日（日） １０：００～１６：００

場所： ヤマトヤシキ 姫路店

料金： 相談無料

問合せ先： 兵庫県行政書士会姫路支部 079-235-8050 



名画鑑賞会『炎上』

モノクロ映画、市川雷蔵 (出演), 市川崑 (監督)、1958製作。

三島由紀夫の小説「金閣寺」をもとに映画化した作品です。

日時： １０月２２日（日）１３：００～１４：40ごろ（開場12：45）

場所： 日本城郭研究センター ２階 大会議室

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市立城内図書館 079-289-4884

※入場は無料ですが、会場が満員の時は、入場をお断りすることがあります。

※ 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。

姫路城菊花展

姫路菊花会員や愛好家たちが心を込めて育てた大菊、盆景、

盆栽など美しい菊の花を堪能できます。

日時: １０月１５日（日）～１１月１６（木） 終日

場所： 姫路城三の丸広場

料金： 見学無料

問合せ先： 姫路城管理事務所 079-285-1146

姫路城観月会

姫路城で中秋の名月を愛でる観月会を開催。特設ステージでは、

箏曲、吟剣詩舞、和太鼓などイベントが行われます。姫路おで

んや地酒、お月見団子なども販売され、お茶席も設けられます。

望遠鏡を使った月の観測コーナーもあります。

日時： １０月４日（水）１８：００～２１：００ 雨天時は翌日に延期

場所： 姫路城 三の丸広場

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路城イベント実行委員会 079-240-6023

玉岡かおる講演会

「モノ書く女・時実新子との時間」

時実新子と交流の深かった作家・玉岡かおる氏による講演会です。

日時： １０月８日（日） 13：30～15：00（開場12：30）

場所： 姫路文学館 講堂（北館3階）

料金： 参加無料（定員150名、当日先着順）

問合せ先： 姫路文学館 079-293-8228

姫路ミュージック・ストリート

クラシックやジャズの演奏で、秋の1日を気軽に楽しむ催しです。
姫路文学館 講堂 12：00-14：50 アンサンブル

イーグレひめじB1Fｱｰﾄﾎｰﾙ 12：30-15：20 ジャズ

姫路市立美術館 講堂 13：00-15：50 アンサンブル

キャスパホール姫路 12：00-16：00 ジャズ

心城館（淳心学院講堂） 13：30-16：20 アンサンブル

日時：１０月２９日（日） １２：００～１６：２０

場所： 姫路市民プラザアートホール（定員120名）

・姫路文学館講堂（定員300名）・ 姫路市立美術館講堂（定員100名）

キャスパホール（定員331名）・心城館（定員400名）

料金：入場無料（全自由席）

問合せ先：姫路市文化国際交流財団振興課 079-298-8014

姫路矯正展

受刑者らが作った木工家具などの展示・販売を

行います。地元の飲食店や販売店ブースもあります。

日時： １０月２８日（土）10：00～16：00

１０月２９日（日）10：00～15：00

場所： 姫路少年刑務所

料金： 入場無料

問合せ先：姫路少年刑務所 079-293-4133

ヘルス&ビューティーフェスタ2017

健康と美容のことをめいっぱい楽しめるイベントです。

ビューティーコーナーや健康いろいろ相談&体験コーナー、ネイ

ル体験&ハンドマッサージなど盛りだくさんです。

日時： １０月２１日（土）10：00～17：00

１０月２２日（日）10：00～16：00

場所： しらさぎ姫路みなとドーム

料金： 入場無料

問合せ先： ヘルス&ビューティーフェスタ2017実行委員会 079-223-0303

ひめじ国際交流フェスティバル

世界の料理12か国の料理を実演販売、民族衣装の試着撮影な

ど異文化体験、バルーンアート・けん玉など世界の遊び体験、

外国文化体験の多彩なイベントを開催します。

日時： １０月２９日（日）10：00～15：00（雨天決行）

場所： 大手前公園

料金： 入場無料

問合せ先： ひめじ国際交流フェスティバル実行委員会 079-287-0820



桜山公園ウォークラリー

桜山公園の４つの施設を巡りながら秋の自然を楽しめる１日。

クイズの答えを書くために筆記用具、水筒、ぼうし、タオル、

お弁当、カメラなどハイキングを楽しめる道具を持っての5キ

ロのウォークラリーです。

日時： １０月２2日（日）９：３０～１3：0０ 雨天決行（荒天中止）

場所： 自然観察の森、姫路科学館、こどもの館、星の子館

受付スタート：桜山公園駐車場→ ゴール：星の子館

料金： 参加無料（参加賞あり） 当日受付 小学３年生以下は保護者同伴

問合せ先：自然観察の森079-269-1260 姫路科学館 079-267-3001

こどもの館079-267-1153 星の子館079-267-3050

※ 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。

こども釣り大会

当日、姫路市遊漁センターで釣れた魚（フグ・ボラ・タコ以外）

１０匹の重さで競います。１～３位、飛び賞、ブービー賞あり、

入賞の方には、素敵な賞品を用意しています。

日時： １０月８日（日） 小雨決行

7：00～11：00（受付6：30～8：00）

場所： 姫路市立遊漁センター

料金： 入場料必要 大会参加子供５１０円 （当日、参加申込）

釣りをする大人820円 同伴大人（釣りをしない）210円

※小学１年生以上から中学３年生までの子供が対象

問合せ先： 姫路市立遊漁センター 079-254-5358

わらべうたであそぼうの会

親子でわらべうたを楽しめます。

赤ちゃんから参加できます。

日時： １０月７日（土） 11：00～11：30ごろ

場所： 姫路市立図書館（城内図書館）

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市立図書館（城内図書館） 079-289-4884

森の不思議探し

粘菌も探して、森のふしぎ地図をつくろう。

日時： １０月８日（日） 10：00～12：00 雨天決行

場所： 自然観察の森

料金： 参加無料 小学生以下は保護者同伴

＊あれば虫めがね えんぴつ持参

問合せ先： 自然観察の森 079-269-1260 

サムライガーショー

手柄山オータムフェスティバル開催中！

山上広場では、飲食物販売も行っています。

日時： １０月２９日（日）10：45～11：15ごろまで

場所： 手柄山交流っステーション

料金： 見学無料

問合せ先： 手柄山交流ステーション 079-299-2500

ひめじ子ども読書週間映画会

『銀河の魚』原作監督脚本たむらしげる

星を襲う怪魚を退治する為、銀河の海原に旅立った老人と

少年の冒険ファンタジーアニメです。

日時： １０月２２日(日）１０：２５～１１：４５（開場10：10）

場所： 日本城郭研究センター ２階 大会議室

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市立城内図書館 079-289-4884

※入場は無料ですが、会場が満員の時は、入場をお断りすることがあります。

どんぐりごま大会

どんぐるでこまを作り、回る時間を競います。

日時： １０月１４日（土）10：00～14：00

場所： 手柄山温室植物園

料金： 入場料必要（大人200円、6歳～中学生100円）

問合せ先： 手柄山温室植物園 079-296-4300

わくわくひめじあそびのパラダイス

木製ブロック「つみっく」あそびコーナー、あそび屋台など、

ハロウィンにちなんだ楽しいゲームがたくさんあります。

日時： １０月２９日（日）12：00～14：30（開場11：45）

場所： しらさぎ姫路みなとドーム

料金： 参加費無料

問合せ先： 東児童センター 079-253-6001
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