2022 年 1 月 22 日（土）「いちご狩りと伝統の三木金物見学」
三木市観光協会 集合
旧玉置家住宅の外庭へ移
動。かんなどんと記念撮
影。

三寿ゞ刃物製作所
（包丁研ぎ見学）

旧玉置住宅見学
ガイドボランティアの案内を聞き
ながら、蔵の中や離れ座敷 2 階な
ど、ゆっくり見学。

三木金物・包丁の構造などの説
明をしていただき、包丁研ぎの
実演を見学。

２
班
に
分
か
れ
見
学

いちご狩り ながしお農場
オーナーのご挨拶の後、い
ちご狩りの注意事項を聞
き、3 つのハウスを行き来
して、いちごの食べ比べ。
皆さん、いちご狩りを満
喫。

山田錦の館
（昼食・買い物）

黒滝

メニュー内容や山田錦の
館でのおすすめのお土産
などの説明を聞く。食事
後は、自由に買い物。

地元ボランティアさんの
説明も聞くことができま
した。のんびり散策。

松山製パン（お買い物）

西山牧場
みんなでアイスクリームを楽しみ、
牧場の説明も聞き
ました。
チーズなどお土産も
購入。

参加 15 名

２
班
に
分
か
れ
見
学

稲見酒造（見学・試飲）
商品や酒づくりのこだわりや
歴史など説明を聞き、新酒・
古酒など３種類を試飲。

「丹波篠山の黒豆デニッシュ
食パン」の説明を聞き、自由
にお買い物。お土産もいいた
だく。

参加者のアンケートをもとに、良かった点・改善すべき点を
まとめました。
＊良かった点
・三寿ゞ刃物製作所の見学、職人技を宝だと思いました。
・ツアー料金以上の満足感があった。
・食事はボリュームがあり、大満足。
・黒滝など、又、春に行きたい。
＊改善すべき点
・ちょっと時間が足りず、ゆっくり見たい場所があった。
・食べることが続くので、観光が間に入ると良いかと思
う。
・お客様に何をして欲しいのかによって、時間配分を考え
た方がいいと思う。
・思ったより食べ歩きが多かったので、しっかり「食べ歩
きツアー」と全面に出した方がいい。
今回は、いちご狩りがメインのツアーでしたが、参加者の皆
さん、お腹いっぱい楽しんでいただけたようです。
しかし、昼食から「食べること」が続きすぎるとの意見も多
く、コースづくりに「観光」「買い物」「食」のバランスが
大切だと、再認識しました。

三木市観光協会（アンケート回収）
記念写真を渡し、解散。ツアー終了。
ツアーにご協力いただいた、三寿ゞ刃物製作所さんに感
想を伺いました。
・今回のモニターバスツアーはどうでしたか。良かった
点、悪かった点、改善すべき点等含め、お聞かせくださ
い。
世話役(ガイド等)のノリが良かったので、参加者のテン
ション UP に繋がっていた。ガイドや同行する関係者の
雰囲気づくりの大切さを実感した。
体験人数、滞在時間がちょうど良かった。
ツアータイトルは、具体的な内容(ツアーで一番の魅力)
が伝わるようなタイトル名を考えてみてはいかがでしょ
うか。
・今後どうすれば、三木市の観光事業は盛り上がると思
いますか。
＊基本的な事を確実に実行できるか。目玉企画が明確
で、しっかり参加者に印象付けられているか。十分な準
備期間と予行演習、適切な予算配分。内容を都度改善し
ながら長期的に継続すること(行動力の高い熱意のある
キーマンの存在)。関係者間のスムーズな連携、より多
くの人を巻き込んでいるか。
＊内容に独自性(オリジナリティ)があるか。例えば、
「三木らしさ」「酒好きにはたまらん」等。

３回のモニターツアー、無事に終えることが出来ました。参加者様のアンケートは集計し、今後に活用してまいります。
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お雛さま展示
旧玉置家住宅・旧小河家別邸でお雛さまを展示します。
コロナ禍、様々なイベントを開催できない状況が続いていますが、少しでも皆さまに楽しんでいた
だくことができればと、今年もお雛さまを展示することになりました。ぜひ、お立寄りください。
旧玉置家住宅
玉置家所蔵のお雛さまを展示します。
期 間：2 月 12 日(土)～3 月 27 日(日)
時 間：午前10時～午後4時
入館無料
休館日：火曜日
(三木市本町2丁目2番17号)

旧小河家別邸
豪華な飾りをご覧ください。
期 間：2 月 3 日(木)～4 月 3 日(日)
時 間：午前10時～午後4時
入館無料
開館日：木～日曜、祝日
(三木市本町 3 丁目 6 番 24 号)

吉川地区先行
「たべもんカタログみき」ついに公開！！

フォトコンテスト
あなたの三木「三木の季節」作品募集

三木市ではテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー
（宅配）に取り組む飲食店などを紹介するサイト「た
べもんカタログみき」を公開しました。
現在は、吉川地区に限定して店舗情報を掲載する試験
運用ですが、将来的に市内全域へ展開する予定です。
吉川の「美味しい」お弁当やお菓子など、自宅で楽し
んでみませんか。ぜひご利用ください。
問合せ 三木市役所 観光振興課 0794-82-2000(代)

賞・賞金 金賞(1 名)3 万円・銀賞(2 名)2 万円
銅賞(2 名)1 万円・特別賞(5 名)3 千円
テーマ 「三木の季節」
三木の春夏秋冬の移りゆく季節の瞬間やあ
なたの好きな季節など、それぞれの視点で
撮影した写真
応募資格 市内外を問わず、どなたでも応募可
カラープリント（インクジェット可）
サイズは四ツ切（ワイド可）・１人３点まで
撮影期間 ２０２２年１月１日（土）～
２０２２年１２月３１日（土）
応募期間 ２０２２年１２月１日（木）～
２０２３年１月３０日（月）
詳しくは、三木市観光協会ホームページ・チラシを
ご覧ください。
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内 容

場 所

襖の下張り剥離作業
の公開
楽茶会
金物古式鍛錬

旧玉置家住宅

襖の下張り剥離作業
の公開
三木歴史講演会

旧玉置家住宅

旧小河家別邸
古式鍛錬場
(金物資料館横)

旧小河家別邸
(事前申込)

＊今後、新型コロナウイルスの感染状況により、イベント内容が変更または中止となる場合があります。

会員の皆様へ
新商品・新メニューが完成した際は、三木市観光協会にご連絡ください。
当協会ホームページにて、ご紹介させていただきます。ご連絡、お待ちしております。

温故知新

三木市の街道をゆく 三木のええとこバスツアー
報告レポート

三木市観光協会では、今年度モニターバスツアーを開催しました。当初９月にぶどう狩りのツアーを計画し
ていましたが、緊急事態宣言の発令に伴い中止となり、１月のいちご狩りのツアーに変更となりました。
３回に開催しましたモニターバスツアーの様子や参加者様の感想等をご報告します。

2021 年 11 月 27 日（土）「荘厳なお寺で見る紅葉
神鉄恵比須駅
集合
時間前に全員
集合。
バスに乗車し
出発！！

稲見酒造
（見学・試飲）
商品や酒づくりのこだ
わりや歴史など説明を
聞き、新酒・古酒など
３種類を試飲。

伽耶院～慈眼寺」

伽耶院

参加８名

慈眼寺

本堂で住職に説明してい
ただきました。
紅葉は、ピークを過ぎて
いましたが、移ろいゆく
季節を感じることが出来
ました。
他の観光客も多く、時間
に余裕が必要でした。

紅葉を楽しむ。鼠小僧の墓など
順に説明を受けながら見学。
時間が足りず、急いで見学とな
ってしまいました。

川久（昼食）
昼食はお弁当。ツアーオリジナ
ルの献立表をご用意いただく。
デザートは山田錦の酒粕で
作ったぷりん。パッケージが可
愛いと感想もあり。

松山製パン
（お買い物）
商品紹介をしていただき、
自由にお買い物。お目当
ての食パンをご購入の参
加者も。参加者にお土産
をいただきました。
参加者のアンケートをもとに、良かった点・改善すべき
点をまとめました。
＊良かった点
・気さくなツアーで三木の魅力が分かった。
・ランチが、おいしかった。
・包丁研ぎ見学は、話がおもしろくて良い。
・住職さんの案内で知らない事を教えていただけた。
・各所でお土産が貰え、うれしかった。
＊改善すべき点
・もう少しゆっくり紅葉の下で楽しみたかった。
・コース組が悪い。行ったり来たりしすぎ。道が分か
りにくい。
・旧小河家別邸でお茶が飲みたかった。
・集合と解散は同じ場所がいい。
・昼食後の試飲や買い物は、お腹がいっぱいで購買意
欲が湧かなかった。
モニターバスツアーの初回、スタッフも慣れないことが
多く、コースや時間配分など、参加者の皆さんにご迷惑
をお掛けした点がありました。紅葉の時期、他の観光客
も多く、伽耶院や慈眼寺では御朱印帳を持参の参加者も
あり、もう少しゆっくり滞在できるようにすべきでし
た。
昼食やお土産は、喜んでいただけました。

三木市観光協会 記念撮影
旧玉置家住宅の外庭で
かんなどんと記念撮影。

旧小河家別邸
説明を受けながら、ゆっくり
と見学。小雨が降ってきたた
め、庭に出て見学出来ず、少
し残念でした。

ツアーにご協力いただいた、稲見酒
造さんに感想を伺いました。
・今回のモニターバスツアーはどう
でしたか。良かった点、悪かった
点、改善すべき点等含め、お聞かせ
ください。
お酒の説明や昔使っていた道具
（釜）の説明などをすると、興味を
持ってもらえた。参加者に日本酒が
好きな方もおられました。
・今後どうすれば、三木市の観光事
業は盛り上がると思いますか。
ターゲットを絞った方がいいのかど
うか難しいところですね。
酒蔵と金物業界をジョイントしたよ
うなツアーが良いのかも。
城下町地区を歩いて観光できる街道
があることは、コロナ禍の今の時代
に合う町なのかもしれませんね。三
木がどんな所か知らない人も多いの
で、三木の町を見てもらうというこ
とが、大事。

こゆりギャラリー
館長がお出迎え。
ギャラリーを見学。

三寿ゞ刃物製作所
（包丁研ぎ見学）
包丁研ぎの実演見
学。
三木金物について説
明していただきまし
た。

三木市観光協会
（アンケート回収）
お昼に撮影した記念
写真を渡し、解散。
ツアー終了。

2021 年 12 月 11 日（土）「三木市の街道をゆく
神鉄恵比須駅 集合
ツアー開始！
まずは、まち歩き。

万寿庵（お買い物）
みんなでアイスクリームを食
べました。良い天気の中、歩
いてきたので喜んでいただき
ました。

湯の山街道 散策
三木城跡・みき歴史資料館・
雲龍寺へ。
みき歴史資料館では、三木合
戦や遺跡等の説明を
聞き、特別展も見学。

正法寺山展望広場
兵庫景観ビューポイント
150 選の一つに選ばれて
いる、知る人ぞ知る夕日の
絶景スポット。
夕日の時間には少し早かっ
たが、皆さん写真を撮られ
ていました。

三木市観光協会
（アンケート回収）
記念写真を渡し、解散。ツア
ー終了。

稲見酒造
（見学・試飲）

湯の山街道 散策
三木の町並みをガイドさんの
解説付で散策。三木戎神社・
湯の山ギャラリー・薬師堂な
ど、街道沿いを歩きながら説
明を聞く。

商品や酒づくりのこ
だわりや歴史など説
明を聞き、新酒・古
酒など３種類を試
飲。

松山製パン（お買い物）
商品説明をしていただき、自由にお買い
物。お土産もいただきました。
店頭には、「にっぽんの宝物プロジェクト
兵庫北播磨食部門グランプリ受賞の「丹波
篠山の黒豆デニッシュ食パン」も。

三木市観光協会
記念撮影
旧玉置家住宅の外庭で
かんなどんと記念撮影。

道の駅みき
（お買い物）
自由にお買い物。

ハーブ工房 みきヴェルデ
（ハーブティー試飲）
商品説明を受け、ハーブテ
ィー5 種類の試飲。
皆さんそれぞれ飲み比べを
楽しみました。

湯の山街道～別所ゆめ街道」参加８名

川久（昼食）
お弁当。献立を分かり
やすく説明していただ
きました。

三木鉄道記念公園
ふれあい館で三木鉄道の歴史の
説明をしていただきました。
外では、サイクルトロッコに乗
車の参加者も。

参加者のアンケートをもとに、良かった点・改善すべき点をまとめました。
＊良かった点
・三木市愛が深まりました。三木の良さがいっぱいでした。
・湯の山ギャラリーの見学ができ、良かった。
・正法寺山展望台は、ビュースポットとしていい。
・三木の魅力を再発見できた。
・おいしい酒と食べ物が三木市にあることが分かった。
＊改善すべき点
・歩きながらの案内は、聞き取りづらい部分があった。
・みき歴史資料館など、もう少し見学時間が欲しかった。
・まち歩き途中での買い物は、荷物は重くなってしまう。
普段なかなかガイドさんの案内付きで散策できる機会はないので、歴史の勉強になったと
喜んでいただきました。
午前中は時間が足りなくなり、早めに切り上げた場所がありました。その一方で、午後か
らの道の駅みきでは、集合時間前にバスに戻られた方もおり、もっと道の駅みきの見どこ
ろを説明すべきでした。前回同様、時間配分の重要さを感じました。

ツアーにご協力いただいた、松山製パンさんに感想を伺いました。
・今回のモニターバスツアーはどうでしたか。良かった点、悪かった点、改善すべき
点等含め、お聞かせください。
お店を知らない人に知っていただける機会になりました。
一般の方には、ゆっくりと商品説明は出来ませんが、ツアーでは説明ができ、知っていた
だける時間があることは良いこと。その時間があれば、親しみを持って購入いただけま
す。
ただし、もう少し時間に余裕があればいいかもしれません。そして、午前中は品揃えも豊
富なため、その時間帯に立ち寄っていただけるようなコース組にしていただければありが
たいです。食事後は、お腹いっぱいで購入される方が少なかったように思われます。
・今後、またツアーがあればご協力いただけますか。
ぜひ、コースに組み込んでください。「人が三木に来るきっかけ」になって欲しい。
全ての方に「よかった」と思って帰っていただきたい。

