
 

   

 

兵庫県佐用町 

絆できらめく ひと・まち・自然 未来へつなぐ 共生の郷 佐用 

  

記者発表（資料配布） 本紙を含めＡ４：４枚 

月／日（曜日） 担当部課名 電話番号 
発表者名 

（担当者名） 

平成 30年６月 20日（水） 

午後３時 00分 

商工観光課 

商工振興室 
0790-82-0670 

室長 戸屋 雅裕 

（係長 眞岡 明信） 

 

件 名：「佐用町南光ひまわり祭り」の開催について 

 

 今年も「佐用町南光ひまわり祭り」を次のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．日時    ７月 21日(土)  から ８月５日(日) まで １５日間 

午前８時 30分から午後５時 00 分まで 

 

２．場所    南光スポーツ公園（佐用町林崎 829番地） 周辺 

 

３．イベント内容   別紙チラシのとおり 
 

日  時 内  容  （かっこ内はイベント主催者） 

７月 21日（土）～８月５日（日） 

午前８時 30分～午後５時 00分 

ひまわり迷路 

世界のひまわり園 

農産物・特産品の販売 

７月 21日（土） 

午前 10時 00分～午後３時 00分 

そうめん無料試食会（揖保乃糸素麺組合麺友会） 

リクガメがやってくる（神戸市立須磨海浜水族園） 

おさよんを探せ[ARイベント企画] （ガジャ・ガジャ） 

７月 22日（日） 

午前 10時 00分～午後３時 00分 
ふるさとの虫とあそぼう（佐用町昆虫館） 

７月 29日（日） 

午前 10時 00分～午後３時 00分 

こどもの遊び場（チャコネット） 

太陽と遊ぼう（兵庫県立大学西はりま天文台） 

工作コーナー（ひょうご環境体験館） 

８月４日（土） 

午前 10時 00分～午後３時 00分 
ミニＳＬ乗車会（姫新線利用促進・活性化同盟会） 

８月５日（日） 

午前 10時 00分～午後３時 00分 
ミニＳＬ乗車会（姫新線利用促進・活性化同盟会） 

８月５日（日） 

午前８時 30分～午後９時 00分 
露店 

８月５日（日） 

午後８時 00分 ～午後８時 40分 
花火大会 約 700発（佐用町商工会） 

 
※ イベント内容は予告なく変更する場合があります。  



 

   

 

兵庫県佐用町 

絆できらめく ひと・まち・自然 未来へつなぐ 共生の郷 佐用 

 
 
なお、ひまわり祭り以外でも、次の期間・場所でひまわりを楽しめます。 

次表のとおり、時期・場所をずらして、合計約１１０万本のひまわりが開花する予定です。 

 

 

※印は、ひまわり祭り会場周辺です。 

 

■ ひまわりの開花情報、ひまわり祭り情報は、ホームページでお知らせしています。 

     http://www.town.sayo.lg.jp/（佐用町公式ホームページ） 

    

■ 入園料  各地区とも１人２００円（小学生以下無料） 

 

 

４．主催など 

主催： 佐用町南光ひまわり祭り実行委員会 

協賛： 佐用町観光協会  

後援： 姫新線利用促進・活性化同盟会 

 

５．お問い合わせ 

  佐用町役場 商工観光課 商工振興室   担当：眞岡（まおか） 

      電話 ０７９０－８２－０６７０  

 

集落名 栽培面積 開花本数 開園日 住所 

宝蔵寺 2.3ha   １２万本 ７月１日頃 
佐用郡佐用町宝蔵寺 134-3 

（宝蔵寺公民館） 

東徳久 （※） 3.9ha   ２０万本 ７月 21日頃 
佐用郡佐用町林崎 839 

（南光スポーツ公園） 

漆野（段） 2.2ha   １１万本 ７月 25日頃 
佐用郡佐用町漆野 48-2 

（漆野公民館） 

西下野 3.4ha   １７万本 ７月 27日頃 
佐用郡佐用町西下野 156-1 

（西下野多目的集会所） 

林崎 （※） 6.8ha   ３４万本 ７月 29日頃 
佐用郡佐用町林崎 839 

（南光スポーツ公園） 

漆野（本村） 3.1ha   １６万本 ８月１日頃 
佐用郡佐用町漆野 48-2 

（漆野公民館） 

合 計 21.7ha 110万本   

http://www.town.sayo.lg.jp/


2018 NANKO SUNFLOWER FESTIVAL

期間中（土日・昼間のみ）増結

ＪＲ姫新線

開園時間８:３０～１７:００
南光スポーツ公園周辺

南光ひまわり祭り

2018 NANKO SUNFLOWER FESTIVAL

佐用町

7月 日 日月21 8 5～土 日

お問い合わせ先

後 援　ＪＲ西日本 姫新線利用促進・活性化同盟会

＊シャトルバス（土・日の昼間のみ）

　播磨徳久駅から会場までの運行

期間中（土日・昼間のみ）増結
※イベント内容は予告なく変更する場合があります。
※周辺道路・駐車場の混雑が予想されますので、公共交
　通機関をご利用ください。

開園時間８:３０～１７:００
南光スポーツ公園周辺佐用町

期 間 中 の イ ベ ン ト

７月21日～８月５日

物産販売テント村

ひまわり迷路

世界のひまわり

７月21日

リクガメがやってくる（須磨海浜水族園）

そうめん無料試食会

　　　　　　 （揖保乃糸素麺組合麺友会）

おさよんを探せ（ガジャ・ガジャ）

７月22日

ふるさとの虫とあそぼう（佐用町昆虫館）

８月５日

７月29日

太陽と遊ぼう（西はりま天文台）

工作コーナー（ひょうご環境体験館）

こどもの遊び場（チャコネット）

（佐用町林崎829周辺）

８月４日・５日

ミニＳＬ乗車会

　　　　　（姫新線利用促進・活性化同盟会）

ＪＲ姫新線

おさよん

佐用町
観光イメージキャラクター

ひまわり祭り花火大会（佐用町商工会）

検索

南光ひまわり祭り
7月 日 日月21 8 5～



お問い合わせ先

＝ひまわり畑

入園料　１人２００円（小学生以下無料）
　　　　※各地区毎に必要となります。

※ 　　　　、　　　は駐車料金が必要です。（普通車500円）
※ 開花時期は天候により前後することがあります。目安とお考えください。
※東徳久地区については、開花状況に関係なく8月5日(日曜日)午後2時以降は花火の打ち上げに伴い立入禁止区域になります。

収穫されたひまわりの種は、

南光ひまわり館で油などの

製品に加工しています。

漆野（本村）

宝蔵寺

東徳久

東徳久

林崎

林崎

７月 ８月地区
開花時期

（７月上旬）

（７月下旬）

（７月下旬）

（７月下旬～８月初旬）

（７月下旬～８月初旬）

（８月初旬）

約12万本

約20万本

約34万本

約16万本

①

②

⑤

⑥

② ⑤

漆　野
うるしの

ほうぞうじ

宝蔵寺
ほうぞうじ

西下野 約17万本④
にししもの

うるしの ほんむら

ひがしとくさ

東徳久
ひがしとくさ

はやしさき

林　崎
はやしさき

漆野（段） 約11万本③
うるしの だん

③

④

②

⑤

①

⑥

西下野
にししもの

※佐用ＩＣから会場までは大変混雑しますので、安全運転でお越し
　ください。

自動車
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