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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： １２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 

播磨べっちょない市

ビーズ、布、木など、さまざまな材料で作らたアクセ

サリーや小物の手づくり雑貨の作家さんたちのブースが

ならびます。

日時： １２月２４日（日） １１：００～１７：００

場所： 姫路駅中央地下通路

問合せ先： Bigforest 090-7355-2007

お笑いライブ『ひめクリin七福座』

松竹芸能所属の若手ピン芸人集団によるお笑いライブです。

なかにはテレビやラジオ出演経験者もおり、いろんなお笑いが

楽しめます。途中からでも入れます。

日時： 12月６日（水）１７：００～１８：００ごろ

場所： 西二階町商店街 七福座

料金： 入場無料 出入り自由！

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 

夢中庵

若竹から筆やペンを、枯竹から紙をつくる、『竹紙・竹筆の世界』

が楽しめます。竹紙を使った作品を展示します。

日時： １２月１３日（水）～１８日（月）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

場所： 中井三成堂画廊

料金： 入場無料

問合せ先：中井三成堂画廊 079-282-1575 

年末ガラポン抽選会

商店街内参加店でお買い上げ５００円ごとに補助券を１枚

進呈、補助券１０枚につき１回ガラポン抽選ができます。

日 時： １２月１2日（火）～２4日（日）

抽選会場： 西二階町11：00～17：00

おみぞ筋11：00～18：00 二階町11：00～18：00

みゆき通り11：00～19：00

駅前みゆき通り10：00～19：00

問合せ先： 姫路市商店街連合会 079-287-3410

おみぞの日

当日、小溝筋商店街の各店でのお買い上げ「２０００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

た方に素敵なプレゼントをご用意しています。

日時： １２月１7（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

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： １２月２２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 

キャンドルナイトwithひょうたんランプ

ひょうたんランプほか3000個のキャンドルで西二階町商店街

を灯す幻想的でいつもとは違う雰囲気の商店街を楽しめます。

日時 : １２月２３日（土）17：00～20：00

場所： 西二階町商店街内

料金： 見学無料

問合せ先： 西二階町商店街振興組合 079-224-6341 
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ナチュラルガーデンフェスタ

こだわりの雑貨が大集合！木工・布・革・編み物・アクセサ

リー・粘土など手作り作品が集まります。ワークショップや

フードコーナーもあります。

日時： １２月１7日（日） １０：００～１６：００

場所： NicoPa姫路みなと ドーム

料金： 入場無料

問合せ先： Natural http://natural718.blog24.fc2.com/

＊土足禁止のため、スリッパと靴入れをご用意ください。

＊駐車場は、数に限りありがあります。公共交通機関をご利用ください。

カーレースコッパディ姫路

約９０台のヒストリックカーが姫路に集結します。

2日間で約450kmの公道を駆け抜けるレースです。

日時： １２月２日（土）10：00頃スタート

１２月３日（日）15：00頃ゴール

場所： 姫路大手前公園スタート・ゴール

（姫路市、加西市、丹波市、淡路市を走行）

料金： 見学無料

問合せ先： コッパディ姫路実行委員会 079-292-0921

れきはくロビーコンサート

姫路市立広嶺中学校コーラス部・合唱団「響」による

合唱です。午後のひととき、素敵な歌声を聴きけます。

日時： １２月２４日（日）１４：００～

場所： 兵庫県立歴史博物館 1階ロビー

料金： 観覧無料

問合せ先： 兵庫県立歴史博物館 079-288-9011

姫路城世界遺産登録記念 施設無料開放日

姫路城が世界遺産に登録された12月11日に姫路城周辺施

設を無料開放します。

日時： １２月１１日（月）開館時間は各施設により異なります。

場所： 姫路城、姫路市立動物園、好古園

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市観光振興課 079-287-3652

名画鑑賞会『おとうと』

出演：岸恵子 監督：市川崑 製作：1960年

家族の再生を描いた感動ドラマです。（上映時間：98分）

日時： １２月１７日（日）１3：００～（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（満員時、入場をお断りすることがあります。）

問合せ先： 姫路市立図書館（城内図書館）079-289－4884

プロムナード・コンサート

ソプラノ、ヴァイオリン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： １２月９日（土）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

隣保館マルシェ

和太鼓などのステージ、革細工のワークショップ、特産物販売や

ふれあい喫茶コーナーなどを開催します。

日時： １２月２日（土） 10：30～15：00

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： 兵庫県隣保館連絡協議会 0791-67-0090 

ひめじ新米フェスティバル

市内の米農家などが新米や農産物・加工品を直売します。

食育コーナーなども開催します。

日時： １２月２３日（土） ９：３０～１５：００

場所： 大手前公園

料金： 入場無料

問合せ先： 姫路市農政総務課地産地消係 079-221-2492
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おもちゃ王国ワールド

“おもちゃ”は子供たちにとって、感性や想像力、体力・

知力など、子供の心と体の成長に必要な栄養素です。たく

さんのおもちゃを囲んで親子で楽しめます。

日時： １２月１７日（日）～２５日（月） ９：００～１６：００

場所： イーグレひめじ１Ｆ アトリウム

料金： 入場無料

問合せ先： おかあさんの街づくり委員会事務局 079-222-0821

クリスマス子どものゆめイベント

一足早く、動物園でクリスマスを！サンタさんだけでなく、

姫路を守る環境戦士・サムライガーもやってくる。クリスマ

スコンサートや絵本読み聞かせ・折り紙でサンタ作っとりします。

日時：１２月３日（日）12：00～15：00

場所： 姫路市動物園 ゾウ舎前

料金： 中学生以下入園無料 （大人200円）

問合せ先： 姫路市立動物園 079-284-3636

クリスマスイブイブ交流会

高校生等のお兄さんお姉さんが親子向けに歌やダンスなど

のステージ発表をしたり、遊びのブースを出したりします。

日時：１２月２3日（土）11：00～16：30

場所： 兵庫県立こどもの館 円形劇場・多目的ホール

料金： 参加無料

問合せ先： 兵庫県立こどもの館 079-267-4164      

歴はく倶楽部「粘土で干支のいぬをつくろう」

粘土で形をつくり色を塗り、２０１８年の干支のいぬを

つくります。

日時： １２月１０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

クリスマス映画会

『セロ弾きのゴーシュ』原作：宮沢賢治

ヘタなセロ弾きのゴーシュが腕をみがき、人間的にも成長

する姿が描かれている物語（アニメ）です。

日時： １２月１７日（日）10：25～11：30（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。

おはなしの会

姫路文学館ボランティアが、絵本の読み聞かせを行います。

おはなしの世界を一緒に楽しめます。

日時： １２月１６日（土）11：00～11：20

場所： 姫路文学館 よいこのへや

料金： 参加無料（先着順30名）

問合せ先：姫路文学館 079-293-8228

子育て応援フェスティバル

楽器演奏、人形劇、食育ミュージカル、おもちゃで遊ぼう！

絵本の読み聞かせなど親子で楽しめる企画がたくさんあります。

日時： １２月１5日（金）10：00～14：00

場所： 姫路市文化センター 小ホール・展示室

料金： 入場無料 未就園児とその保護者

問合せ先： 姫路市こども保育課 079-221-2318

動物たちに冬至のプレゼント

「冬至の日」にちなんで、ゾウの姫子にカボチャを、カピバラ

親子にユズをプレゼントします。

日時： １２月２２日（金）

ゾウの姫子10：00～ カピバラ10：30～

場所： 姫路市動物園 ゾウ舎・カピバラ舎

料金： 入園料 大人2００円 小・中学生 3０円

問合せ先： 姫路市立動物園 079-284-3636
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