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広島県
庄原市

しょうばらしょうばら

NEWSNEWS
12月のイベント
手仕事「里山の干支展」
12月13日（木）～2019年1月31日（木）
来年の干支の亥（い）をテーマに庄原や近郊の作家さん達の手仕
事作品が製作・展示・販売されます。
会場の食彩館しょうばらゆめさくら催し情報
●12月22日（土）～25日（火）「ゆめさくら歳末感謝祭」を開催。
【24日（月・祝）・25日（火）：比婆牛などが当たる大抽選会
（対象：500円以上お買い上げの方）】
●1月4日（金）初売り
　　食彩館しょうばらゆめさくら (庄原市新庄町291-1)
　　通常：毎週火曜日定休【12/25(火)は営業】・年末年始12/31～1/3休館
　　TEL0824-75-4411
※館内各店の営業時間は店舗ごとに異なります

休
所

問

芸備線復活祭
12月22日（土）11：00～15：30
備後落合駅⇔備後庄原駅間の運転再開記念イベントです。駅前でのゲー
ムや販売、記念品の配布、ヒバゴンとの記念撮影などが行われます。
　　備後西城駅（庄原市西城町大佐764-2）
　　西城町観光協会　TEL0824-82-2727
所
問

備北イルミ
開催中～2019年1月14日（月・祝）
点灯時間17：30～21：00（入園は20：00まで）
備北イルミ期間中の休園日 12月31日（月）、1月1日（火）
●期間中、毎日点灯カウントダウンを開催
　（17：30～中の広場エリア）
●開園時間 9：30～21：00（入園は20：00まで）
　※下記の日程の開園時間は14：00～
　11/26（月）、12/3（月）・10（月）・17（月）・25（火）、1/7（月）
丘陵の地形と樹木を活かした、園内の空間全体が光につつま
れたような備北公園ならではの幻想的な世界をお楽しみいた
だけます。エリアごとの特徴を活かしたバラエティ豊かなイ
ルミ装飾も魅力の1つです。また、期間中週末を中心にコン
サートやワークショップなどのイベントが盛りだくさんです。

新春神楽（宮乃木神楽団）
2019年1月13日（日）神楽殿
第一部 15：00～17：00
第二部 18：00～19：00

2月のイベント

西日本最大規模の「スポーツ雪合
戦」。1チーム7名の選手がコート内
のシェルターに身を隠しながら、相手
の選手めがけて雪球を投げたり、チー
ムフラッグを奪い合ったり、熱い戦い
を繰り広げます。ぜひ観戦ください。
その他にも、様々な雪上イベントやス
テージLIVEなど催し盛りだくさん。
　　庄原市高野スポーツ広場
　　広島県雪合戦大会実行委員会事務局
　　（庄原市役所 高野支所 地域振興室 産業建設係 内）TEL0824-86-2113

「第22回　広島県雪合戦大会」
雪合戦ひろしま2019in高野
2月2日（土）～3日（日）

所
問

3月のイベント

福を招く花「福寿草」の自生地を公
開します。東城町久代為重地域の
福寿草は、日本に自生している4
種類のうちの1つ「ミチノクフク
ジュソウ」です。大きいものは、
花の直径が7cmを越える福寿草も
あります。年々花が自然のまま増
え、延長約1.5kmの山際に広がっ
ており、地元住民の手によって大
切に保存されています。
ためしげ福寿草まつり：3月30日（土）・31日（日）
　　庄原市東城町久代（為重地区）
　　久代自治振興区　TEL08477-2-0148

ためしげの福寿草 自生地公開
■自生地公開期間　3月上旬～4月上旬予定

所
問

　　広島県庄原市三日市町4-10
　　9：30～17：00（入園は16：00まで）
　　[入園料]　大人：450円、シルバー：210円、
　　中学生以下無料　※年齢の確認出来るものを持参。
　　軽・普通車：310円、大型：1,030円、二輪：100円
　　備北公園管理センター　TEL0824-72-7000
　　　http://www.bihoku-park.go.jp/

ILLUMI&花火のコラボ　
12月1日（土）・8日（土）・15日（土）・22日（土）
19：00～（約5分間、200発）

観覧無料
時
所

問

料

P

日本一規模の本数と品種数のスイセンが、み
のりの里「スイセンガーデン」一面に咲き広が
る様子をお楽しみいただけます。桃の花をア
クセントに、備北公園ならではの絶景を体験
してください。スイセンファンタジー期間
中、「スイセン観察会」や「スイセン切り花体
験」など、イベントを開催予定です。

2019年3月中旬～4月上旬
●開園時間　9：30～17：00（入園は16：00まで）

スイセンファンタジー

休

冬咲きぼたん展
2019年1月中旬～2月下旬予定
●開園時間9：30～16：30（入園は15：30まで）
冬に咲くように開花時期を調整したぼたんの花鉢を
「ひばの里 さとやま屋敷」に展示し、ご来園の皆様
へ花と屋敷の味わいのある景色をお楽しみいただ
けます。
　　休園日：月曜日
（月曜日が祝日の
場合、翌日休）

休

雪合戦を盛り上げる創作鍋（汁料理）を集めてのグランプリです。
自分のおいしいと思う鍋の投票箱に、割り箸で投票して頂きます。
　　庄原市高野スポーツ広場
　　鍋1杯200円～（各店舗により異なります）
　　都市と農村交流推進会議事務局
　　（庄原市役所 高野支所 地域振興室 産業建設係 内）TEL0824-86-2113

しょうばら鍋‐1グランプリin雪合戦
2月3日（日）11：00～13：30

所
料
問

　　元金尾原スキー場 （庄原市口和町宮内）
　　小学生以上2,000円（予定）（昼食含む）※未就学児は無料
　　スノーフェスタinくちわ実行委員会　TEL0824-89-2325

スノーフェスタinくちわ
1月27日（日）（予定）
※定員80名　要申込
毎年大人気の親子参加型・雪遊びイベン
ト。かまくら作り、雪だるま作り、餅つき
の他、子供を対象にしたそりジャンプ大会
や、雪をかきわけて景品を探す「雪中宝探し
大会」など、楽しく遊べるイベントです。
所
料
問

▶https://shobara-info.com/season/861
　　～節分草インフォメーションセンター～
　　道の駅リストア・ステーション・光のドーム （庄原市総領町下領家1-3）
　　期間前／里山を楽しむ町イベント実行委員会 TEL0824-88-3067
　　期間中／節分草インフォメーション TEL0824-88-3050

一足早い春の訪れと共に咲く可憐な花
「節分草」。総領町にある日本有数の
自生地が公開されます。期間中、土日
を中心に節分草に関する講座（写真・
絵手紙・寄せ植えなどの教室）が開催
され、手打ちそばやうどんなどの出店
もあります。道の駅リストア・ステー
ション「光のドーム」では節分草ボラ
ンティアガイドが花の解説や開花状
況、自生地への道順をご案内します。
開花状況・期間中随時更新 

節分草自生地公開
2月16日（土）～3月10日（日）

所
問

節分草祭：3月10日（日）

インドアガーデンコンテスト
2019年3月上旬予定
●開園時間　9：30～17：00（入園は16：00まで）

休

ガーデニングに興味のある方を対象にガー
デン制作を競って頂きます。ガーデニング
の愛好家だけでなく、これからガーデニン
グにチャレンジしてみようという方々に、
発表の場を提供するとともに、花と緑の魅
力を再発見し、身近なガーデニングへの関
心を深めていただきます。

1月のイベント

　　道の駅たかの（庄原市高野町下門田49）
　　道の駅たかの　TEL0824-86-3131
　　　http://www.takanoyama.jp/

正月は、やっぱり餅つき！地域伝統の
祝い唄と掛け声に合わせて、昔ながら
に杵と臼でお餅を搗きます。餅まき
や、高野町独特のお雑煮「オップリ雑
煮」・ぜんざいの販売など、お正月な
らではの楽しいイベントです。※高野
町では、「十六島（うっぷるい）」がな
まって「オップリ」と呼称します。

　
1月1日（火・祝）10：00～13：00（なくなり次第終了）
お正月の餅つき・餅まき・オップリ雑煮の販売

所
問

Web

Web

2018.11/9　  

2019.2/28
金

木

「里山の駅庄原ふらり」を拠点に、庄原イチオシのグルメや温泉

施設を巡って特産品をGETしよう！

※各スタンプスポットの定休日等はHPでご確認ください。※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせて頂きます。

　 備北丘陵公園北エリア運営協議会 TEL0824-73-1179問

詳細はこちら

●スタンプスポット 庄原市内の道の駅や温泉施設など12カ所　●当選賞品 庄原の特産品

スタンプ3個
3,000円相当
（抽選10名様）

スタンプ3個
3,000円相当
（抽選10名様）

スタンプ5個
5,000円相当
（抽選10名様）

スタンプ5個
5,000円相当
（抽選10名様）

スタンプ10個
10,000円相当
（抽選7名様）

スタンプ10個
10,000円相当
（抽選7名様）

　　休園日：月曜日（月曜日が祝日の場合、翌日休）

　　休園日：月曜日（月曜日が祝日の場合、翌日休）

庄原市内
スキー場情報
庄原市内
スキー場情報

裏面をチェック！

12月21日（金）18：30～20：30
※要申込
カフェレストランそらら恒例のクリス
マスイベント！今年は、カジュアルな
クリスマスパーティーを予定していま
す。みんなで賑やかに楽しもう！！
　　アルコール飲み放題3,000円（税込）、ソフトドリンク飲み放題2,500円（税込）
　　道の駅たかの（庄原市高野町下門田49）
　　道の駅たかの　TEL0824-86-3131
　　　http://www.takanoyama.jp/
※飲酒運転及び未成年者の飲酒は法律で禁じられています
Web

カフェレストランそらら クリスマスパーティー

所
料

問



facebook
Instagram

Twitter @kyoroyama

※写真はすべてイメージです。
掲載の各種料金は原則、税込の料金を記載しております。
掲載の内容は予告なく、変更する場合があります。お出か
けの際には、WEBサイト等で事前にご確認ください。

※各SNSのサイト内で検索ください。

発行 :（一社）庄原市観光協会
※鉄道運行について
最新情報は、JR西日本のHPや
庄原市のHP等でご確認ください。
※10月末現在、狩留家駅～三次駅間は
　代行バスが運行しております。
備後落合駅～備後庄原駅間は
12月20日（木）に運転再開予定です。

OPEN

http://nekoyama.net/win/

　　　　12月22日（土）（予定）

駐車料金毎日無料！！しかもゲレンデまで近い！！
スノーエスカレーターでキッズも安心。毎週土曜日
は子供リフト1日券が1,000円。お得な手ぶらパッ
クで楽々デビュー！来年の冬も家族で猫山へ！！

https://shobara-info.com/spot/309

　　　　1月4日（金）（予定）

備北の穴場・手作りゲレンデ。Tバーリフトが1基ながらも初級から上級まで楽しめる。
標高約80m、全長400mの全コース。ゲレンデマナーを守れない方は、入場不可。

●こどもデー（小学6年生以下対象）
　1月5日（土）・19日（土）　2月2日（土）・16日（土）
　1日リフト券1,000円

http://www.dogoyamakogen.server-shared.com/

　　　　12月25日（火）（予定）

料

所
問

●こどもデー（小学6年生以下対象）
　1月5日（土）・19日（土）　2月2日（土）・16日（土）
　1日リフト券1,000円
●ジュニアスキーレッスン
　（各日・先着10名）／2時間4,500円（リフト代含む）

http://www.kenmori.jp/

　　　　12月16日（日）（予定）

中国地方有数の雪質を誇るスキー場。林間を活か
した変化に富んだコース設定で、初心者から上級者
まで解放感たっぷりの滑りが楽しめます。併設の公
園センター内には日帰り入浴・宿泊施設を完備。

●営業期間（予定）／12月16日（日）～3月下旬（積雪状況による）
●営業時間／8：30～17：00

　　1日リフト券／大人4,200円、子ども以下2,600円、シニア（60歳以上）2,600円
　　庄原市西城町油木156-14
　　ゲレンデ情報　TEL0824-84-2655（自動案内）
　　宿泊予約等　TEL0824-84-2011

●猫山こどもDAY
　1月・2月／毎週土曜日　小人（中学生以下）1日リフト券1,000円

●営業期間（予定）／12月22日（土）～3月上旬予定
●営業時間／8：30～17：00

　　1日リフト券／大人4,200円、小人（中学生以下）2,800円、
　　シニア（50歳以上）3,500円、雪遊び広場利用券500円
　　庄原市西城町三坂5190-50
　　TEL0824-84-2311

OPEN

OPEN

OPEN

2019年1月12日（土）～1月13日（日）
●参加対象親子10組（小学生以下対象）
●参加費・親子2人1組20,000円（1泊2食リフト券付）
※詳細はお問合せください

イベント

イベント

冬の親子探検隊
スキー親子教室

料
所
問

ひろしま県民の森スキー場

スノーリゾート猫山

道後山高原スキー場

りんご今日話国スキー場

●営業期間（予定）／1月4日（金）～積雪があるまで
●営業時間／9：00～17：00

　　1日リフト券／2,500円、半日券／1,500円
　　【雪遊びなどでのエリア利用料お一人様500円（リフト券購入者・小学生未満は除く）】
　　（平日は貸切予約のみの予定。平日貸切料金30,000円）
　　庄原市高野町下門田5059-184（「道の駅たかの」から車で約1分）
　　TEL0824-86-3000

1月5日（土）・19日（土） 2月2日（土）・16日（土）

通常2,000円→1,500円（約2時間）

午前は10：00～12：00、午後は13：00～15：00

※事前にゲレンデの積雪情報をご確認ください

半日
コース

通常4,000円→3,000円（約4時間）

10：00～15：00（休憩1時間を含む）
1日
コース

料

所
問

●ジュニア・スキー＆モーグルスキースクール

要予約

●猫山スキースクール　初心者コース・キッズコース限定　上達保証返金サービス

猫様はお好きですか？
猫山雪まつり

バレンタインイベント

12月24日（月・祝）
　1月26日（土）
　2月14日（木）

※この他にもイベントや大会が盛りだくさん！

優美な山容から“中国山地の女王”と称えられる
道後山。広島県のスキー発祥の地として、ス
キーヤーに親しまれています。晴れた日は中国
山地の大パノラマも満喫できます。

ワンコイン（500円）レッスン（小学生対象）

●スキースクール　1月20日（日）、2月16日（土）

●こどもデー（小学6年生以下対象）
　1月5日（土）・19日（土）　2月2日（土）・16日（土）
　1日リフト券1,000円

●営業期間（予定）／12月25日（火）～3月中旬（積雪状況による）
●営業時間／8：00～17：00

　　1日リフト券／3,500円、
　　子ども（小学生以下）2,000円、60歳以上2,000円
　　庄原市西城町三坂73
　　TEL0824-84-2105

10：00～12：00【受付は9：00まで 当日先着10名】

料

所
問

積雪情報を随時更新　https://shobara-info.com/lp_skiing/

※事前にゲレンデと道路の情報をご確認のうえお出かけください。

積雪情報を随時更新　https://shobara-info.com/lp_skiing/

※事前にゲレンデと道路の情報をご確認のうえお出かけください。

庄原市内スキー場情報庄原市内スキー場情報

2018年12月20日（木）まで

14,000円
WEBクレジット決済などでご購入頂けます。

2019年3月3日（日）まで ▲ WEB販売
サイトはこちら

庄原市内共通リフト券5枚綴り庄原市内共通リフト券5枚綴り

販売期間

販売価格

共通リフト券使用期限


