u養父市大屋町大杉1055
2079‐669‐1650
http://www.ikyu.com/00002193/
宿 泊 料 ／［ 旧 正 垣 邸 ］1 泊 2 食 付 き 1 人
18,000円〜。
［旧河邊邸］1棟貸しは9人まで
人数に応じて料金変動 Ⓟ13台 バスの道
案内／全但バス大杉下車徒歩約3分

旧調理室の
［カボナナカフェ］
は土・日・月曜のみ営業。地野菜を使う総菜パン、
クロックムッシュな
ど手づくりパンをコーヒーや紅茶と。大型作品をゆったり展示する体育館ギャラリーを案内してくれ
た理事長の田中さんは絵画教室担当。
さをり織り教室では好きな糸を選びストールなどに挑戦。

分散ギャラリー
養蚕農家

ぶんさんギャラリーようさんのうか

木 彫 ︑陶 芸 ︑絵 画 など 芸 術

活動が盛んな養父市大屋町で

は ︑アー トで町 を 元 気にする

中︒
その中心地である﹇BIG

︿おおやアート村構想﹀
が進行

LABO﹈
は︑
廃校の体育館を

ギャラリーに︑
校舎ではアート

な 体 験 教 室 も ︒N P Oおおや

いまこ

今子さんは︑
全国公募展
﹇木彫

アート村理事長で画家の田中

して大阪から移住︒﹁自然の中

フォークアートおおや﹈
に感動

で大人も子どもも遊べる場所

に﹂
と作品展やイベントを主催

す る ︒その 活 動 に ひか れ て ︑

﹇Gocco﹈
の河内さん夫婦を

はじめ養父に移り住むアーテ

ィストが増え︑
町のあちこちで
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作品に触れたり物づくり体験

［旧正垣邸］
は和室とベッドタイプの板の間
が。昔の面影を残して改修された3階の部屋
は天井が高くくつろげる。

天井を抜き、柱を磨いて蘇った建物。館内を
巡った後は1 階の
［リコカフェ］
へ。土・日曜
の
〈なごみ定食〉
15食限定（要予約）
800円
が好評。地元の薬膳料理の古民家宿
［ここ
ろの里 懐］
の手づくり豆腐のおからを使うパ
ウンドケーキとコーヒーのケーキセット700円。

に挑 戦できたり ︒自 然 とアー

u養父市大屋町大杉1074
2079‐669‐0026
午前9時〜午後5時（［リコカフェ］
は午前
10時から） 月曜休 Ⓟ7台 バスの道案
内／全但バス大杉下車徒歩約3分

絵画や立体、
コラージュな
どをつくる現代美術作家の
友久さんと、写真で自然や
人、
暮らしを切り取る明子さ
ん。
「廃材や土など必要な
素材は大屋町で何でも手
に入ります。地元に恩返し
の意味でカフェを」。作品が
さりげなく置かれた空間で
コーヒーを。3/27まではカフ
ェの中に遊牧民の家（ゲ
ル）
を建てるイベントが好評。
「庭の桜も感動的。春はお
花見イベントもできれば」。

トを身近に感じて︒

養父は江戸後期から昭和初めに
かけて養蚕業が盛んで、大杉集落に
は養蚕を兼ねた珍しい木造3階建て
の古民家が 12 棟も残る。築 150 年
余の家屋を再生したこちらのアートギ
ャラリーは、毎年6月末に始まる
「うち
げぇのアートおおや」
などで活躍する
地元作家の作品展示や企画展を行
う。木と土壁で囲まれた開放感あふ
れる空間の魅力も堪能して。

養父

空き家だった2 棟の養蚕農家の古民
家がリノベーションされ、昨年9月に宿泊
施設としてオープン。築130年の旧正垣
邸は客室 5 室とレストランが。近くにある
江戸末期築の旧河邊邸は一棟貸しスタ
イルの宿。定員9名なので三世代家族や
グループの旅にお勧めだ。歴史や文化が
息づく空間で過ごせることや、
旬の野菜を
主役にした創作料理のフルコースも楽し
み。集落に暮らす人々の温かなもてなしを。

創作棟
［ひらめきラボ］2階では各種ワークショッ
プを。書道や木彫は日が決まっているが、絵画や
染織など応相談のものも
（ホームページ参照）
。

自然と結び付く︑
大屋町のアート︒

大屋大杉 おおやおおすぎ

歴史を刻む建物の再生も見事︒

［旧正垣邸］
は1階の座敷だった場所を24席
のレストランに。1階奥には蔵を改装した部屋
があり、2階に1室、蚕室があった3階に3室。
「ゆったり過ごしてもらうために」
とテレビはない。

春︑
気になる
あの町へ︒

60年余の歴史を刻む旧県立八鹿
高校大屋分校が、気軽にアートに触
れられる場所に変身。陶芸、
草木染め、
木彫・木工、
さをり織りなどのワークショ
ップでは、
地元のアーティストに教わり、
自分だけの作品に挑戦！ 昨年5月に
は
［カボナナカフェ］
がオープン。体育
館を改装した巨大な展示空間では8
月末まで
「猫屋敷展」
を開催。
u養父市大屋町加保7
2079‐669‐2449 http://biglabo.info/
展示場／午前9時〜午後5時（入場は午
後4時30分まで。
［カボナナカフェ］は土・
日・月曜の午前11時〜午後7時のみ営
業） ※ワークショップは要予約 水曜（祝
日の場合は翌日）休 Ⓟ30台 バスの道
案内／全但バス大屋下車徒歩約10分

国の事業である農業特区やアート発信地とし
ての新展開が楽しみな養父︑人気の観光地・城
崎や旧竹田城下の新しいもてなしの形など︒
魅
力がますます深まり︑心ひかれる兵庫の町に
ご案内︒
町に元気をもらう春のお出かけへ︒

撮影／青木 崇 本郷淳三 前田博史
取材・文／伊藤順子 杉田裕路子 牧野しのぶ

おおやアート村
BIG LABO ビッグラボ

透明感あふれる味わいのコーヒーはブレンド
など5種類各350円。
カップは友久さん作。明
子さんお手製のベイクドチーズケーキやタル
ト各300円。

Gocco ゴッコ
創作のための広いアトリエを求め、ʼ14
年春に移住した河内さん夫妻。
「障害を持
つ子どもの芸術活動のサポートでオランダ
を訪れた時、地域の森を大切にする人の
暮らしが大屋の人と重なり、直感で住もう
と」
と友久さん。旧南谷保育所を改装した
空間はアトリエやギャラリーに。
「地元の人
に気軽に立ち寄ってもらえる場に」
と週末
のみカフェを営業。子どもの頃、
夢中になっ
て遊んだ記憶が蘇る空間でのんびりと。
u養父市大屋町門野58‐1
2080‐4482‐8919
金・土・日曜の午後1時〜午後7時のみ営業
Ⓟ5台 バスの道案内／全但バス門野下車
すぐ
（本数少）

美しい山並みに心が癒やされる。30年前に閉
園となり、
陶芸工房だった時代も。
※養父への道案内はP5の地図と併せてご確認ください。
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ⓗ朝倉山椒のぺぺロンオイル
たっぷりのニンニクと朝倉山椒を赤トウガラシを加え
たオリーブオイルで加熱した食べる調味料。納豆や
冷奴、
ギョウザのタレ、
カルパッチョのソースなど幅広
く。110g・648円
（道の駅ようか但馬蔵では650円）
。
下は
〈但馬どりのせせり＆朝倉山椒の日本酒仕立
て〉
のパスタ1,058円
（平日限定ランチ1,026円でも
選べる）
。
オイルは好きなだけかけて。

地 農 業の 改 革モデルとして︑

全国で過疎化が進む中山間

ンド化や販路開拓に力を注ぐ

町朝倉発祥の朝倉山椒︒ブラ

何かと話題なのが養父市八鹿

すなお

２０１４年に国家戦略特区に

﹇やぶパートナーズ﹈
の津田直

さんに魅力をうかがった︒

指定された養父市︒規制緩和

による農地活用の促進や企業

を誇り︑将軍・徳川家康公への

﹁ 朝 倉 山 椒は４００年の歴 史

じゃ もん がん

参 入などが注 目 されている ︒

献上品として珍重されました︒

もともと蛇紋岩米などブラン

ド力の強い特産品を生む地だ

ほう じゅん

実が大 粒で辛みがま ろやか︒
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分散ギャラリー
養蚕養家

養父への道案内／電車→JR山陰本線八鹿駅、
または養父駅から全但バスで
各所へ 車→北近畿豊岡自動車道養父IC、
または八鹿氷ノ山ICから各所へ。
［大屋町］へは養父ICから県道6号線で南西へ約30〜40分
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が︑最近栽培が盛んで︑地元の

大屋小学校

柑橘に似た芳醇な香りが食欲

Gocco

48

人が次々に生み出す加工品が

6

ココで買えます

おおやアート村
BIG LABO

拡大

をそそり ます︒佃 煮 以 外にも

あゆ公園

48

ニンニクやオリーブオイルと合

り︑
ふりかけやドレッシングに︒

→和田山駅

養父駅

養父IC

大屋大杉

わせて和風ジェノベーゼにした

料理をおいしくする魔法のス

パイスです﹂︒
お菓 子に加える

道の駅
但馬楽座

北近畿豊岡自動車道

海 外の一流シェフの評 価 も 急

地産地消の食事が楽しめる
レストラン
［ごはんや］
が考案。
山椒をゴマ油やニンニクな
どとペーストに。味がワンラ
ンクアップする、
と和洋問わ
ず大活躍。85ml・1,100円。

ラ・リビエール

ヴェルデピアット
6

ⓓ朝倉さんしょペースト

312

八鹿氷ノ山IC

琴弾トンネル

ⓔやぶマヨ
養父産玄米と国産大豆を
ベースに朝倉山椒やリンゴ
酢を加えたマヨネーズ風ド
レッシング。卵不使用なの
で低カロリーで低脂肪。味
わいあっさり。145g・650円。

養父市の
［畑
（はた）
特産物
生産出荷組合］
の自信作。
〈山椒ジェノベーゼ〉
はパン
やパスタ、
白身魚とカルパッ
チョに。90g・880円。地元
の
〈こがね味噌〉
を合わせた
〈山椒味噌〉
各115g・880
円。赤みそはふろふき大根
やおにぎり、
白みそはチーズ
と合うのでピッツァにも。

JR山陰本線

道の駅ようか但馬蔵
剣大橋
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ⓐ山椒ジェノベーゼ・
山椒味噌

と香りがアクセントにもなり︑

↑八鹿駅

ソースなどの加工品で味わうと山椒のイメージが変わる！
5月下旬の約1週間、実を傷つけないように手摘みで丁寧に収穫。

上昇中︒養父を熱くする無限

養父市役所

但馬長寿の郷 ごはんや

国産有機大豆・小麦を原料に、天然
醸造でしょう油をつくる
［大徳醤油］
のノンオイルドレッシング。サラダや豆
腐、肉・魚料理にも。200ml・760円。

の可能性を秘めている︒

商業施設が集まるYタウン
で2001 年に開店。イタリ
アンベースの創作料理が
リーズナブルに楽しめると
あって遠来のファンも多い。
朝倉山椒の香りが好相性
のガトーショコラ、パイやク
ッキーはお土産に。

u養父市上箇153‐1 Yタウン内
2079‐664‐1239
午前11時〜午後3時30分、午後5時30分〜午
後9時（土・日曜、祝日は通し営業。ラストオーダ
ーは各30分前） 月曜
（祝日の場合は翌日）
休
Ⓟ600台 バスの道案内／全但バス上箇下下
車徒歩約3分

ⓒ有機ノンオイルドレッシング
さんしょう

津田直さん︒市が出資して地域活性化
を手がける
﹇やぶパートナーズ﹈
のプラン
ナー︒
﹁ 養 父を盛り上 げたい﹂と朝 倉 山
椒について語り出すと止まらない熱い人︒

「朝倉山椒を使った料理コンテストで考案
したのがこのパスタ。横に添えたペペロンオ
イルが評判で商品化を」
と店主の坂本進
也さん。パスタに和えると柑橘のような香り
！
オイルでじっくり煮ると辛みがコーティングさ
れ、
香りが際立つそう。朝倉山椒のメニュー
は但馬牛カレーやピッツァのほか、
パティシ
エの奥さまがつくるケーキにも合う
！

養父に本店を持つパティスリー
［カタシマ］
が展開するフレン
チレストラン
［ラ・リビエール］
は、山椒の風味を生かして南仏
の調味料タプナードに。
〈 VERT
（ヴェール）〉
はさわやかな辛み
を肉料理やパスタに。
〈 ROUGE
（ルージュ）〉
はトマトと松の実
でマイルドに。各120g・850円。

農業特区・養父が誇る
風味絶佳の朝倉山椒︒

和にも洋にも︑
おいしいスパイス︒

ヴェルデピアット

ⓑ朝倉山椒のタプナード

ⓖ養父ふりかけ

しんげん

地元のおじいちゃん・進元さ
んがおばあちゃんのために
つくったふりかけが、病院や
婦人会の協力でさらにおい
しく。
じゃこ、
ワカメ、朝倉山
椒、
野菜入り。43g・360円。

ⓕ筍山椒

ⓐ〜ⓗ▶道の駅ようか但馬蔵

日本有数のタケノコ産地・
福岡県八女市立花町のタ
ケノコと朝倉山椒を佃煮
風に。タケノコの食感と山
椒の風味がご飯のともにピ
ッタリ。100g・360円。

u養父市八鹿町高柳241‐1
2079‐662‐3200
午前9時〜午後7時（食事処は午前
11時〜午後6時30分） 無休 Ⓟ
134台 バスの道案内／全但バス但
馬農高下車すぐ

ⓑ▶ラ・リビエール
u養父市大塚22‐1
2079‐665‐0801
午前11時30分〜午後3時30分、午後5時
30分〜午後10時 水曜休 Ⓟ16台 電車
の道案内／和田山駅からタクシー約10分
［取り寄せ］
http://www.katashima.co.jp/riviere/

ⓓ▶但馬長寿の郷 ごはんや
u養父市八鹿町国木594‐10
2079‐662‐8186
午前8時〜午後10時 不定休 Ⓟ
100台 電車の道案内／八鹿駅から
タクシー約10分
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地元で愛されてきた保育園を残したいと丹波出身のスポーツ用品店オーナーが経営。学習塾、
ダンスや太極拳の教室も。子どもたちを歓迎して遊具もそのままに。

滋味豊かな丹波の食材たっぷり。

テッラ・
ドーノ

小さな坂の上に建ち、園児の歓声が聞
こえてきそうな旧保育園跡。3方向に窓が
ある遊戯室を改修し、
昨年3月にイタリアン
レストランに。
「主役は丹波の食材。市島
町と春日町の農家からは無農薬・有機栽
培の野菜を。
ピッツァは山南町の小麦粉
をブレンドし、地元・西山酒造場の仕込み
水で生地を練ります。お子さんにも本物の
おいしい食材を味わってほしい」
と中村裕
行シェフ。子どもも大人も思わず笑顔に。

「おにぎりを手で持ってほおばる時の、
お客さまの笑顔がうれしい」。生田雅和さん、智
子さん夫妻
（左）
が「おにぎり山」
と呼んで親しむ山々を眺めて、
のんびりくつろいで。

農園自慢の野菜とお米をランチに。

ランチセットはパスタとピッツァ各5種類か
ら好きなメインを選択。サラダ、
デザート付
きで1,470 円。パスタの人気は鶏肉と丹
波野菜のレモンバターソース。
じっくり蒸し
焼きにした野菜の旨みや香りが新鮮！

おにぎりランチ1,296円は充実コース。米がベースでもっ
ちりした食感のポタージュは取材時はカブラ、春夏はエン
ドウ豆やトマトなど季節野菜が主役に。農園自慢のサラ
ダ
（写真は2人分）
は朝どれ野菜がモリモリ。自家米を赤
穂の塩で握り明石ノリを巻くおにぎりを、
黒豆みその豚汁、
おかずプレートや小鉢3種をおともにほおばって
（おにぎり
1回お替わり可）。黒豆タルト756円など食後の楽しみも。

右はピッツァ・マルゲリータ。小麦粉は完全に漂白しないので生地の風味がよく、香ばしい。野菜は
イタリア野菜や珍しい品種もあり、
とれたてが届くので新鮮。広々とした空間は窓の外の桜が満開
になる季節も楽しみ。
「食育、知育、体育。
この建物だからこそできる楽しいイベントを今後企画し
たい」
と意欲的な中村シェフ。畳のキッズスペースがあるので子ども連れのママも安心。すべり台
で遊んだり、
絵本や積み木を楽しみながらゆっくりくつろいで。

新規就農がまだ珍しかったという16年
前、脱サラして篠山で農園を開いた生田
雅和さん。苦労をいとわず有機栽培に長
年打ち込んだご褒美が、別格の味わいを
生み出す豊かな土だったと言う。
「甘い、
濃い、
やわらかい、
ひと味違う野菜づくり
の基本となる土が10年目にやっとできま
した」。念願のレストラン開店は、丹波の
のどかな集落で。野菜自体の味を生かす
ように工夫した料理と、
1つずつ手で握る
ほくほくのおにぎりに体が喜ぶ。
一昨年末オープンした古民家レストラン
は、農業に情熱をそそぐ
［いくた農園］
の
テラス席で食事
集大成。座敷席や個室、
を楽しみ、
野菜や自家製みそをお土産に。
来店ごとにスタンプを貯める
〈おにぎり会
員〉
も好評でリピーター多数。予約優先。

市島駅

千華

JR福知山線

テッラ・
ドーノ

86

175

283

東勅使

篠山川

J
R

福知山線

7

千華 せんか

谷川駅

u丹波市市島町酒梨156‐2
20795‐85‐4755
午前11時30分〜午後2時30分、午後5時30分〜
午後9時（ラストオーダーはいずれも30分前）
水曜休 Ⓟ20台 道案内／電車→JR福知山線市
島駅から南西へ徒歩約15分 車→北近畿豊岡自
動車道・舞鶴若狭自動車道春日ICから国道175
号線〜県道283号線で北へ約10分

地野菜自慢の注目店が続々！

丹波

農業支援が盛んな丹波・篠

山で︑大 自 然を感じながら 地

物 野 菜を味わうレストランが

続々オ ープン︒農 園 を 営 む 生

田さん夫 妻が﹁お客 さ まから

︿おいしい﹀
の声が聞きたくて﹂

ともてなすレストラン
﹇千華﹈

では︑朝どれの有 機 栽 培 野 菜

のおかずとおにぎ りが主 役 ︒

里 山の風 景の中 ︑
おにぎりと

みそ 汁でほっと 和 む ︑日 本 人

の原点のようなランチを︒

まずはおにぎりランチ！

u丹波市山南町北太田234
2090‐6232‐0831
木・金・土・日曜の午前11時〜午後2時30分のみ営業（7・8・9月は
土・日曜のみ） Ⓟ10台 道案内／電車→JR福知山線谷川駅か
ら徒歩約20分、
またはタクシー約5分 車→舞鶴若狭自動車道
丹南篠山口ICから県道77号線を経て北西へ約30分
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城下町を
ひとつの
ホテルに

篠山

武家屋敷や商家のレトロな

建物が残る篠山城跡周りに︑

個性的なカフェや雑貨店が増

町おこしプロジェクトが始動︒

月にオープンした﹇ 篠

えた人気の町・篠山で︑新たな

山城下町ホテル NIPPON

昨年

は︑
町なか各所の古民家
IA﹈

４軒を宿 泊 棟として改 装 ︒そ

下 町 全 体をひとつのホテルに

の名の通 り 各 棟を客 室に︑城

見立てるというものだ︒﹁ロビ

ーから部屋に移動するように

町 を 歩いて︑お 茶 をしたりお

土産を 選んだり︒約４００年

の歴史に溶け込むような宿泊

を楽しんでください﹂
とサービ

ス係の髙 橋 優 香 さん︒町には

魅 力 的 な 歴 史 的 建 物がま だ

まだ多 く︑宿泊棟を増やす今

後の計画も楽しみ︒

10

!?

1階のテラスや2階の窓際に座ると山並み
や田畑の眺めに感動。湯煎をしてしっとり焼
いたNYチーズケーキ380円。
イートインは自
家製ジャムや生クリームを添えて500円。チ
ャイは400円
（すべて税別）
。焼き菓子は丹
波産の卵や牛乳など素材を吟味。甘さ控え
めで優しい味。手土産にも喜ばれる。

キャリー焼菓子店
藤本理恵さんがつくる焼き菓子は毎
日でも食べたい幸せな味。看板のNYチ
ーズケーキ、
ガトーショコラ、季節のフル
目移りす
ーツタルトなど10種類が並び、
る楽しさ！ 紅茶を愛し、
「いつか自分で
育てた茶葉で紅茶を」
という夢に向かっ
ゆう き
てまい進中のご主人・雄大さんのチャイ
と好相性。納屋を改装した空間は里山
の眺めが最高。小旅行気分で過ごして。
下野村

黒井駅

春日IC

北近畿豊岡
自動車道

お2人のセンスが詰まったステキ
な空間。冬にスリランカの茶園を
訪ね、小鹿田（おんた）焼など九
州の窯元を巡ってきたそう。立杭
や山陰、沖縄などで直接買いつ
けた民芸の器を販売し、器が好
きで訪れるお客さんも多い。

175

舞鶴若狭
自動車道

中山 709
69

キャリー焼菓子店

u丹波市春日町中山373
2080‐1416‐8857
午前11時〜午後6時 火・水曜と第2土曜休、
ほかに不定休あり Ⓟ2台 道案内／電車
→JR福知山線黒井駅から神姫バス、東中山
下車すぐ
（本数少） 車→北近畿豊岡自動
車道・舞鶴若狭自動車道春日ICから県道69
号線で南東へ約15分

丹波の大自然が間近なテーブルへ。
ONAE、SAWASHIRO、NOJI、SIONと篠山藩主ゆかりの菊の名を4棟に。建物の時代や前歴もさまざま。
国家戦略特区の認可を受け、
フロントを写真上の
〈 ONAE棟〉
に集約。
こちらは元銀行家の住居だった
明治の建物で、
茶室のある離れを改装した101号、土蔵を利用した102号など心和む全5室。
﹁ ご年輩の方には懐かしく︑若い
方は新鮮に︒非日常空間を楽し
んでいただきたい﹂と髙橋さん︒

篠山城下町ホテル

ホテルショップのように、
城下町遊び！
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544

篠山
養護学校

a

カフェ

SION棟
丹波
古陶館 ハクトヤ
河原町妻入商家群
NOJI棟

篠山城下町への道案内／電車→JR福知山線篠山口
駅から神姫バス、篠山本町下車で［篠山城下町ホテ
ル NIPPONIA］
へ。本篠山下車で
［河原町妻入商家
群］へ 車→舞鶴若狭自動車道丹南篠山口ICから県
道299号線〜県道36号線を経て北東へ約10分

9

b

雑貨

a［市郎兵衛（いちろべえ）
カフェ 宗玄庵別館］チーズケーキ専門店
［雪岡市郎兵衛洋菓子舗］
直
営店。栗や黒豆など地元食材も活用。チーズケーキ370円から。u篠山市魚屋町15 2079‐558‐
7686 午前11時〜午後4時（日曜、祝日は午後6時まで） 火曜休 b
［器とくらしの道具 ハクトヤ］
築200年の古民家に古道具や作家の器など暮らしを彩る雑貨が。宝箱を探す気分に。u 篠山市
河原町121‐1 2079‐552‐7522 午前11時〜午後6時 月・木曜休（祝日は営業） ［
c 広岡製
菓］篠山産餅米を備長炭で香ばしく手焼きするおかき。常時約10種。小袋410円、大袋660円。
u篠山市二階町8‐1 2079‐552‐0515 午前9時〜午後6時 火曜（祝日の場合翌日）休

あれっと
杉木立に囲まれた、加古川の源流そ
ばの隠れ家。洋食の道40年、京都で長
年店を営んだ小田義之シェフが、還暦を
機に「奥さんの故郷でスローライフを」
と
青垣へ移住。この立地にひと目でほれ
込み、大自然の下で洋食店を開いた。
自家製野菜や調味料も駆使し、
フレン
チの技を生かした肉・魚料理を楽しむラ
ンチコースを目指して、森の中へ。

北近畿豊岡自動車道

青垣

南新町

c

おやつ

丹波黒豆などを使う手づくりドレ
ッシングはお土産に絶好︒各600
円
︵税別︶
︒﹇JA 丹波ひかみ とれ
たて野菜直売所﹈
などでも販売︒

篠山
城跡

篠山小学校

安間家
史料館

自慢のデミグラスソースで3日かけて煮込み、
口の中でほろりととろける和牛タンシチュー
1,800円は、至福のひと皿。生ハムのピザ
950円。肉料理や魚料理をメインに地産地
消にこだわるランチコースは2,500円から。
パスタやピザのランチも人気。2人の娘さん
が小田さんとともに工夫する自家製のパン
やケーキも好評で、上は本日のケーキプレ
ート600 円。いずれも税別。元アマゴ養殖
場だった建物は川のせせらぎがBGM。

宿泊者が朝・夕食をとるONAE棟のレストランは食事だけの利用も歓迎。
丹波黒大豆、丹波松茸、丹波牛など最高級の特産品を、関西フレンチの
巨匠・石井之悠
（しゅう）
シェフプロデュースの本格コースに。
ランチ2,800
円〜
（予約が望ましい）
、
ディナー5,000円〜
（要予約）
。いずれも税別。

歴史美術館

宗玄庵別館
篠山城下町 篠山市役所
ホテル
NIPPONIA
(ONAE棟)

ニッポニア

u篠山市西町25 ONAE棟 20120‐210‐289（午前11時〜午後8時）
http://sasayamastay.jp/ 1泊2食付き1人23,000円〜
※プランにより変更 レストラン／午前11時30分〜午後2時、午後5時
30分〜午後8時
（いずれもラストオーダー。夜は完全予約制） Ⓟ12台

広岡製菓
SAWASHIRO棟

NIPPONIA

あれっと
276

427

I
C

高源寺
7
429

道の駅あおがき

u丹波市青垣町大名草1322‐1
20795‐80‐7336
午前11時〜午後2時、午後5時〜午後9時
※夜は要予約 月曜休 Ⓟ15台 道案内／電
車→JR福知山線石生駅から神姫バス、佐治
下車（本数少）。タクシーに乗り換え約15分
車→北近畿豊岡自動車道青垣ICから国道
427号線〜国道429号線で西へ約15分

8

ユニークな
もてなしに拍手！

城崎

旅行ガイド
﹃ミシュラン・グリ

ーンガイド・ジャポン﹄
での2つ

星 獲 得から 注 目 を 集め ︑外 国

人 観 光 客がぐっと 増えた城 崎

温 泉 ︒舞 台 芸 術 家が国 内 外か

ー﹈
や︑全 但バスの総 合 案 内 所

ら集う﹇城崎国際アートセンタ

ー

2015年秋摘みのダージリン1,000円、
赤いフルーツとピスタチオのタルト490
円
（セットで100円引き）
。いずれも税別。
インドや北欧など約10種類の紅茶を手

左から、谷垣さん、松本さん、河
邊さん。建物正面から入ると
［Tʼs
Room ］。裏手の円山川沿いに
は
［木まもり］
の入口
（中）
が。

づくりのお菓子と。

竹田インキュベーション

段々だんだん

エン

建物は
［城崎大会議館］
跡地を利用したもの。
「今年度は13カ
国40団体から利用のオファーがありました。世界から城崎に注
目が集まりうれしいですね」
と館長の田口幹也さん。

4 店舗が同居する商業施
設。1階は手づくりスイーツや
ふくなえ

飲茶の台湾カフェ
［福苗］
、
全
但バスのオリジナル鯛焼き店
ま な やき
いちご
［真菜焼］
、焼き立てパン
［苺
いち え
一笑］。2 階土産物店［辻処
ぼん］
では、眺めのいい席で1
階のパンをほお張ることも。

木屋町小路

9

温泉寺

城崎
温泉駅

城崎
ロープウェイ

福苗
（上）
の金萱
（きんせん）
茶800
円、岩津ネギ入り肉まん220 円。5
〜10月はマンゴーかき氷760円も。
真菜焼（下）
は寺町通りを泳ぐ鯉が
モチーフ。
クリーム、
あん各120円。

地蔵湯前

城崎
文学館

SOZORO

舞台芸術を中心に世界からアーティス
トを募り、
滞在して創造活動に打ち込むホ
ールやスタジオを完備した施設。
「アーテ
ィストが滞在する間に、城崎の住民や観
光客との交流を」
と街なかの出張ダンス
やワークショップなど、
街一体となってアー
トを体験できる企画で盛り上げる。アート 1 階は一般に無料開放。移動図書館の書
の拠点として、
新たな城崎の魅力を発信。 籍が閲覧でき、城崎や近隣の観光パンフレ
u豊岡市城崎町湯島1062
20796‐32‐3888
http://kiac.jp/
午前9時〜午後10時 火曜休 Ⓟ20台

ットも配布。運が良ければ、滞在しているア
ーティストのリハーサルが見られるかも!?

アートセンターの芸術監督・平田オリザ氏が1階にいる
Pepperの会話を監修。自然な話し言葉でおもてなし。
3

城崎温泉駅

温泉寺駅

カフェではベーグルサンド600円、
カ
フェオレ500円などの軽食でひと休
み。宿泊は1泊2食付き1人22,000
円から。土地の厳選食材でシェフが
腕をふるう極上の料理が評判。

u朝来市和田山町竹田字中町
西側255‐1 木曜休 Ⓟ2台
［福苗］2080‐5337‐1433 午
前10時〜午後4時
［真菜焼］2080‐7947‐8944
午前9時30分〜午後5時

JR山陰本線

城崎国際アートセンター

大渓川

〈人と人との縁
（えん）〉
をテ
ーマに、
約400年の歴史を持
つ元酒造場をリノベートした
複合施設。明治の邸宅の4
室で当時の雰囲気を楽しむ
宿泊棟、
天井の高いフレンチ
レストラン、
さらにカフェ、町と
城の情報館が趣ある建物に。
u朝来市和田山町竹田字上町
西側363 2079‐674‐0501
カフェ／午前11時〜午後8時
レストラン／午前11時〜午後2
時、午後6時〜午後9時（いずれ
もラストオーダー） 第1火曜休
Ⓟあり
（共有）

パ

円山川

［アートセンター］
で無料配布する
『演劇クエスト・天下無敵の城崎
温泉編』
は、滞在アーティストの作品。本に記された物語や指示を
手がかりに、
街の各所を散策するロールプレイング型ツアーが斬新！

城崎国際アートセンター

竹田城 城下町 ホテル

11

GE

EN

T

ES

QU
KI

竹田城 城下町
ホテル EN 竹田

竹田への道案内／電車→JR
播但線竹田駅から徒歩 車→
播但連絡道・北近畿豊岡自動
車道和田山ICから国道312
号線を南西へ約10分

EN

タオル地の表紙が粋な万城目
（まきめ）
学の書き下ろし小説『城
崎裁判』
は、城崎温泉旅館経営研究会が立ち上げた出版レー
ベル〈本と温泉〉
の発行。次回作は湊かなえの執筆が決定。
［ SOZORO］
など城崎の宿や店で地域限定販売。1,700円。

観光客がお薦め情報を掲示する
「口コミ掲示
板」
は耳よりぞろいなのでチェック！ 外国語に
も対応したPepper君の観光案内も話題に。

常光寺

表米神社

ON

OK

BO

ココにもいるよ

312

諏訪橋

竹田城跡

竹田駅

竹田劇場

ッ

JR播但線

竹田
インキュベーション
段々

ペ

竹田小学校

N
SE

u豊岡市城崎町湯島96
20796‐32‐0013 午前9時〜午後6時 無
休 Ⓟ市営駐車場を利用

u朝来市和田山町栄町19‐2
2079‐674‐0076 木曜休 Ⓟ5台
［T s Room］
午前11時〜午後7時
［木まもり］午前10時〜午後6時
［サークル&ライン］営業日はhttp://circle‐
and‐line.tumblr.comで確認

加都

話す人型ロボット
﹁Pepper﹂

104

竹田加都橋

バス利用はもちろん、周辺の観光案内
やマップがそろう温泉街巡りの拠点。
「出
石そば打ち体験など周辺観光地へのオ
プショナルツアーも提案。神戸、姫路、大
阪から城崎温泉への全但特急バスも快
適と好評です。但馬を知り尽くした
全但バスならではのおもてなしを」
とス
タッフの福井圭さん。気軽に寄れる待
合所は、
無料Wi-Fi完備と至れり尽くせり。

﹇SOZORO﹈
では︑外国語も

［木まもり］
では
「その方のイメージ
やオリジナリティを大切に」
と注文
を聞いてから花を仕入れアレンジ
のキャンド
を。
［サークル &ライン］
ルは環境に優しい油が原料。旅の
記憶などデザイナーの個性を表す
香りは灯すと幸せな気分。

SOZORO そぞろ

が登場しておもてなし︒
アート

「竹田の文化発信基地に」
と誕生し
て6年。
１階奥には河邊佑樹さんの花
屋
［木まもり］
、2階には新たにアメリカ
の手づくりキャンドルやクラフト雑貨を
扱う
［サークル＆ライン］
が。1階に新オ
ープンしたのが谷垣友美さんの紅茶
。
「お花やキャンド
専門店
［Tʼs Room］
ル、紅茶はどこか共通点が。お互いの
存在が心強く、
いい刺激にも」。人の
つながりが生む豊かな世界を楽しみに。

や文学で町を遊ぶ企画も増え︑

竹田劇場 たけだげきじょう

湯上がりの楽しみが多彩に︒

魅力アップ︑
複合ショップ︒

朝来

春の山開きを迎えた竹田城

跡︒城下町を歩くと︑昨春誕生

した﹇ 竹 田インキュベーション

段々﹈︑江戸期創業の酒造場を

改修した
﹇竹田城 城下町 ホテ

年の民 家

などの複合施設が町
ル EN﹈

を 盛 り 上 げる ︒築

に個 性 的な 店が集 ま る﹇ 竹田

劇 場 ﹈も 新たな 動 きが︒﹁ 今 後

ち

は空き家の商店などを活用し

しょう

翔 代 表 ︒地 元の文 化に光を 当

て物づくりの拠点に﹂
と松本智

夢がふくらむ︒

ててどんな 宝 物が生 まれるか

50

開放的な雰囲気の施設内ではコーヒー
（100
円）
でカフェ遣いも可。城崎や温泉をキーワー
ドにセレクトされたお土産の販売も。

城崎への道案内／電車→JR山陰本線
城崎温泉駅から徒歩 車→北近畿豊岡
自動車道八鹿氷ノ山ICから国道312号
線〜県道3号線を経て北へ約70分

r!

ppe

Pe

1 階のワゴンにはアートやダ
ンスなどをテーマにブックディ
レクターの幅允孝（はばよし
たか）氏がセレクトした本が
並ぶ。イベント時などは温泉
街の中心地にも出張する。
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心踊る新施設︒

明石

全 160 席の客席間近に大迫力の花
道をつくり、大衆演劇場としては関西
屈指の規模。幕を飾る劇場のシンボル
でもある千鳥は
「淡路島 かよふ千鳥
の 鳴く声に…」
と明石海峡を詠
（よ）
んだ百人一首の句にちなんだもの。

!!

Go

昨年末には︑大衆演劇場﹇ほん

ま ち 三 白 館 ﹈が魚の 棚 商 店 街

南の﹇ 本 町 商 店 街 ﹈に完 成し ︑

商 店 街が設立した関西屈 指の

年 親 し ま れた 明

50

大型劇場として話題に︒
今年に

入 る と ︑約

石駅の駅ナカ商業施設﹇ステー

ションプラザ明石﹈
が︑地元の名

店や兵 庫 県 初 出 店のレストラ

ン・ショップ約 1 0 0 店が軒を

連ねる
﹇ピオレ明石﹈
としてリニ

も…
レビュー

ューアル︒
注目のニュースポット

映画館の跡地を
「有効活用した
い」
と
［本町商店街］
が一丸となって
立ち上げた大衆演劇場。
「演劇ファン
だけではなく、地域住民の交流や、観
光の拠点としても親しんでもらえれば」
ただし
と理事の原田貞さん。早くも満員御礼
の日が多数あり、
華やかな時代劇やシ
ョーに元気をもらえると評判に。大衆
演劇の聖地となる日も近い？

力を発見しに出かけよう！

明石ほんまち三白館
あかしほんまちみはくかん

をお目当てに︑新しい明石の魅

お芝居
も…

Go

明石菊水 あかしきくすい
昭和25年創業。毎日明石港で
仕入れる新鮮な魚介、秘伝の合
わせ酢でつくるシャリが自慢。白を
基調としたオープンな空間にリニ
ューアルされた支店は、
より親しみ
やすい雰囲気に。名物の焼あなご
箱ずしや上ちらし寿司をお気軽に。

ロビーでは
〈 見習い
支配人・桑ちゃん〉
こ
と、
大阪芸術大学の
桑谷早智さんが初々
しい笑顔でお出迎え。
「ブログで劇場や公
演の情報発信をして
いるのでチェックして
ください」。

6種のネタと手づくりのエビおぼろがたっ
ぷり入った上ちらし2,500円
（赤だし付き）
。
持ち帰りの折代250円。
いずれも税別。

くるみや

u明石市本町1‐14‐18
2078‐911‐0389
入館料／一般1,800円、
小学生900円
（前
売1,500円、
ほか座席指定料300円） ※
全席指定。演目により変更あり 不定休
Ⓟなし 公演内容・時間はhttp://www.
eonet.ne.jp/~mihakukan/で確認

JR神戸線

明石公園

明石駅

ピオレ明石（東館）

明石駅前

2

明石ほんまち
三白館

山陽電車
アスピア
明石
明石菊水
桜町本店

くるみや本店

明石への道案内／電車→JR
神戸線・山陽電車明石駅から
徒歩 車→第二神明道路大
蔵谷ICから南西へ約15分

公演劇団は月替わり。取材日
は
［小林劇団］。舞踊あり、歌
謡ショーあり、芝居ありと約3時
間半の演目を楽しめてお得。
役者さんの目線をもらえると歓
声が！ 演目も毎日変わり、同じ
劇団でも訪れるたびに発見が。

ピオレ明石

約 60 年親しまれる洋菓子店。
シュークリームやシフォンケーキ、
バタークリームをたっぷり使ったフ
ロリダなど創業時から人気の商品
も健在。近年は地元産の旬食材
を使用したケーキも多数。春は魚
し みず
住町清水地区産のブランド
〈清水
いちご〉
を使ったスイーツに注目！
明石清水いちごのタルト594円
（右奥は
ホール）
、
明石清水いちごのショートケー
キ697円
（左奥）
。

東館のグルメ・レストランゾーンでは
［明石菊水］
［く
るみや］
などの地元の名店やニューショップが多数。
西館では兵庫初出店12店を含む衣料品、雑貨など
の全54店がそろう。
u明石市大明石町1‐1‐23（東館・西館）
2078‐911‐1115（インフォメーション）
［東館］物販午前9時〜午後9時（日曜、祝日は午後8時まで）
飲食午前11時〜午後10時 ［西館］物販・飲食午前10時〜
午後9時（日曜・祝日は午後8時まで） ※店舗により異なる。
［南館］
スーパー午前8時〜午後10時 不定休 Ⓟ443台
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