
「三木金物まつり」と連携した協議会事業の実施について 

 

 「三木金物まつり」（令和元年１１月２日（土）～３日（日）開催）と連携し、協

議会において次のとおり各種イベントを実施した。 

 

１ 「しんちゃん＆てつくん電車で三木金物まつりへＧＯ！」の実施について 

(1) 実 施 日  令和元年１１月２日（土）（※三木金物まつり初日のみ運行） 

(2) 行 程  （貸切列車）谷上駅１０：０３発⇒恵比須駅１１：１３着 

※恵比須駅到着後、解散（会場までは通常のシャトルバスを

利用）。 

 (3) 参 加 者 数  大 人（中学生以上）     １５人 

子ども（４歳以上、小学生以下） ９人 

子ども（３歳以下）       ３人 

合 計            ２７人 

(4) 参 加 費  大 人（中学生以上）     １，０００円 

子ども（４才以上、小学生以下）   ５００円 

子ども（３歳以下）        無  料 

 (5) イベント内容  ア 谷上駅構内における神戸電鉄株式会社のマスコットキャ

ラクター「しんちゃん＆てつくん」との写真撮影会 

イ 三木市出身のアーティスト衣川亮輔氏による演奏（「し

んちゃん＆てつくんのうた」のお披露目会） 

ウ お菓子の工房ナオエ（三木市）の「特製しんちゃんケー

キ」のお披露目会及び食事会 

エ 「しんちゃん」グッズ争奪じゃんけん大会 

オ 鉄道関連キーワードクイズの実施 

カ 株式会社松山製パン（三木市）の「山田錦のクロワッサ

ントースト」の贈呈 

キ 記念ヘッドマークの車両への掲出 
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     谷上駅構内における写真撮影会      衣川亮輔氏による演奏    

       

「特製しんちゃんケーキ」の外観      じゃんけん大会の様子 

    

   「しんちゃん」と触れ合う参加者の様子 記念ヘッドマークを掲出した車両 
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２ 神戸電鉄粟生線恵比須駅前における「駅の出張販売」の実施について 

 (1) 出張販売名  「神戸電鉄粟生線恵比須駅に行こう！」 

(2) 実 施 日 時  （１日目） 令和元年１１月２日（土） 午前１１時～午後３時 

（２日目） 令和元年１１月３日（日） 午前１１時～午後３時 

(3) 実 施 場 所  恵比須駅ロータリー前 

(4) 出 店 者  ア レーブドゥシェフ（神戸市、洋菓子店） 

           イ Ｂａｆｆｙ Ｃａｆｅ（赤穂市、ハンバーガー店） 

           ウ ラパン（三木市、パン店） ※２日目のみ出店 

 (5) そ の 他  恵比須駅の一般利用者、「しんちゃん＆てつくん電車で三木金

物まつりへＧＯ！」の参加者（恵比須駅下車）及び地域住民に対

し出張販売店舗への誘客を行うとともに、「粟生線サポーターズ

くらぶ」チラシ、「粟生線スタンプラリー」をはじめとした協議

会イベントチラシ及び「粟生線＆バス乗継ガイド」の配布により、

粟生線を周知・ＰＲした。 

           更に、２日目については地元団体「大塚日曜朝市の会」が主

催する「日曜朝市」と共同開催し、恵比須駅前の更なるにぎわい

づくりに寄与した。 
 

      出店の様子①             出店の様子② 

 

出店の様子③             出店の様子④ 
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３ 「三木金物まつり」会場における神戸電鉄粟生線活性化協議会ブースの出展について 

(1) 出 展 日 時  （１日目） 令和元年１１月２日（土） 午前９時～午後５時 

（２日目） 令和元年１１月３日（日） 午前９時～午後４時 

(2) 出 展 場 所  三木山総合公園内 三木金物まつり会場 官公庁スペース 

(3) 出 展 内 容  (1) 「三木金物まつり」と連携した企画乗車券「三木金物ま

つり１ｄａｙチケット」の購入者に対し「しんちゃん」グ

ッズを贈呈するとともに、ガラガラ抽選くじを実施し、当

選者に株式会社松山製パンの「山田錦のラスク」を贈呈した。 

            ※ガラガラ抽選くじの参加者 

             （１日目）１１９人 

             （２日目） ７９人 

              合 計 １９８人 

(2) 「粟生線サポーターズくらぶ」チラシ、「粟生線スタン

プラリー」をはじめとした協議会イベントチラシ及び「粟

生線＆バス乗継ガイド」の配布を行うとともに、恵比須駅

前における「駅の出張販売」チラシを配布し、出張販売へ

の誘客も促進した。 

 

        出展の様子①            出展の様子② 
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三木金物まつりへ向かう特別列車を運行します。
しんちゃんが描かれた特製ケーキをご用意するほ
か、三木市出身のアーティスト衣川亮輔さん作
“しんちゃん&てつくんのうた”を初披露します。
「しんちゃん&てつくん電車」を満喫したあとなら、
三木金物まつりをより楽しめるかも。

しんちゃん＆てつくん 電車で
しんちゃん＆てつくん 電車で
しんちゃん＆てつくん 電車で
しんちゃん＆てつくん 電車で
しんちゃん＆てつくん 電車で
しんちゃん＆てつくん 電車で三木金物まつり
へGO！ 

三木金物まつり
へGO！ 
神戸電鉄粟生線活性化協議会

三木づくし しんちゃんづくし三木づくし しんちゃんづくし三木づくし しんちゃんづくし三木づくし しんちゃんづくし三木づくし しんちゃんづくし三木づくし しんちゃんづくし

イベント ・ 谷上駅でしんちゃん＆てつくんとの撮影
・ 三木市出身のアーティスト衣川亮輔さんによる“しんちゃん＆てつくんのうた”のお披露目
・ お菓子の工房ナオエ（三木市）特製しんちゃんケーキお披露目&お食事
・ しんちゃんグッズ争奪ゲーム
※電車はしんちゃん＆てつくんシート1100形を使用し、記念ヘッドマークや車内はしんちゃん＆てつくんのポスターも掲出

開催日時 ２０１９年１１月２日（土） １０時～１１時15分
※荒天の場合は中止　※お帰りの運賃は自己負担となります。

受　付 神戸電鉄谷上駅改札前 ９時～９時30分

行　程
※会場までは通常の無料巡回バスをご利用いただきますので混雑する場合がございます。徒歩の場合は会場まで約20分となります。
谷上駅➡（しんちゃんイベント）➡恵比須駅（解散→無料巡回バスで金物まつり会場へ）

参加条件 小学生以下のお子さまを含むグループ
でのお申込に限定させていただきます。

募集人数 ６０名（事前申込制） 申込期間 １０月１日（火）１０時～１０月１5日（火）１７時

産業と文化の祭典　三木金物まつり
開催日 11月2日（土） 9時～17時　3日（日） 9時～16時 開催場所 三木山総合公園

主　催 神戸電鉄粟生線活性化協議会
[事務局] 三木市 都市整備部 交通政策課　　TEL 0794-82-2000(代表)

申込方法 神戸電鉄ホームページからお申込みください。 【神戸電鉄ホームページ】 http://www.shintetsu.co.jp/
※１グループあたりの申込は４名までとさせていただきます。
※応募者多数の場合は抽選とし、当落の結果は代表者の方へメールにて通知させていただきます（１０月18日以降）。

お問い合わせ 三木金物まつり実行委員会
TEL 0794-82-2000（三木市産業振興部商工振興課）　TEL 0794-82-3190（三木商工会議所）

お問い合わせは　神鉄コミュニケーションズ　　TEL 078-521-0321（平日10時～17時）

参加費 おひとり様 4才以上小学生以下 ５００円
 中学生以上 1,0００円

※3才以下は無料

ピストリーナマツヤマ
（三木市）からのお土産付き！！

三木金物まつりへGO！ 三木金物まつりへGO！ 
しんちゃん＆てつくん 電車でしんちゃん＆てつくん 電車でしんちゃん＆てつくん 電車でしんちゃん＆てつくん 電車でしんちゃん＆てつくん 電車でしんちゃん＆てつくん 電車で

山田錦の
クロワッサントースト

記念ヘッドマーク

特製しんちゃんケーキ

※写真はイメージです。
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日時：11月2日(土)、3日（日）

： 11時～15時
場所：神戸電鉄 粟生線 恵比須駅

ロータリー前

恵比須駅に行こう！

無添加のパン生地と手作り素材に
こだわった食パン、フランスパン、動
物パン等をご賞味ください。

他に､メロンパン､あんぱん､クリーム
パン、ピザパン等も出品予定です。

ラパン

レーブ
ドゥシェフ

※三木金物まつり会場への
シャトルバス発着駅です。

販売場所に関するお問い合わせは （土日祝日除く）

神戸電鉄株式会社鉄道事業本部運輸部

ＴＥＬ：078-592-4451（代）
兵庫県交通政策課計画班 ＴＥＬ：078-362-3886
三木市都市整備部交通政策課 ＴＥＬ：0794-82-2000（代）

販売商品に関するお問い合わせは

レーブドゥシェフ ＴＥＬ：078-708-5333
ラパン ＴＥＬ：0794-83-8113
Baffycafe ＴＥＬ：080-5309-5721

兵庫県のマスコット
はばタン

Lapin

素材にこだわった人気のスイーツ
が勢揃い！

販売予定：カットケーキ、プリン、
焼菓子、クッキーなど

※３日のみの出店

神戸電鉄粟生線活性化協議会

牛肉100％のパティと自家製タル
タルソースの相性抜群のこだわり
ハンバーガーです。

From神戸

From三木

From赤穂
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