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猪名川町
兵庫県

趣味・子育て・仕事…
好きな事、やりたい事に情熱を注ぐ

自宅か
ら
すぐに
このコ
ース♪

関東から猪名川町へ
トライアスロンが縁で移住。
学生時代からトライアスロンの選
手として活躍し、関東から拠点のあ
る猪名川町へ移住したという車さん。
時間車を走らせて、楽しむスポーツ

「トレイルスポーツは都会から１〜２
だと思っていたんです」と話すよう
に、ここへ来てまず驚いたのは「自
関西には生駒・六甲・箕面などト

然が近い」ということだそう。
レイルスポーツの盛んな山が多い中、
ハイカーとランナーのどちらもが気
持ち良く山を楽しめる猪名川町のよ
うな環境は珍しいという。
「のんびり
歩いているとリスに出会ったり、鳥
がいたり、１年中楽しめるんです」
。
走るだけではなく散歩をしたり、普段
もほとんど山で過ごす事が多いとか。

榊原 由香理さん

きとした姿に共感する人が集います。

りたい事を全うする、車さんの生き生

自然を楽しみ、人とつながり、や

るコミュニティになっています。

今では町内外を含め２００人を超え

車さんのカフェ 山[の駅 は]そんな人た
ちと自然を繋ぐ拠点にもなっていて、

ポーツを始める方も多いんだとか。

町に暮らすんだから」とトレイルス

者も多く、中には「せっかく猪名川

新しく開発された住宅街には移住

「駅」と名のついたカフェをオープン。

ていけるような場所作りを目指し

人が集い・町の良いところを発信し

の場所の自然に魅せられた車さんは、

プロとして活動した後、すっかりこ

猪名川町の合宿所を拠点に約７年

出口 晴久さん

おでかけInagawa map

11～12

▲お店から5分で車の通らない山道に。風を感じ、都会
では体験できない贅沢な瞬間を仲間と共有できる
◀山と田園風景が美し
いエリアに立つお店。
サイクリストの休憩ポ
イントとしても人気

暮らしサポート

7～8
古民家暮らしで仕事・子育てをじっくり楽しむ

5～6
自宅から車で10分、夢の古民家カフェをオープン

趣味をもって楽しく生きる
それを実現できた自然環境。

藤田さんファミリー

3～4
夫婦それぞれのカタチで自然の恵みを受けとる

13～14
「私らしく生きる」を猪名川町はサポートします

レ
▶マウンテンバイクの
体
ンタルもあり。気軽に
験できるのが嬉しい

V072-766-4088 a川辺郡猪名川町肝
（LO15
川字西ノ前125 M11時〜16時
時30分）
、
18時〜22時
（LO21時）O火
※水・日は昼のみ営業

c o n t e n t s
▶普段の山遊びはもちろん、大会
出場など目標を一緒に共有できる
仲間と出会えた事も人生の宝物

9～10

カフェ 山の駅

車 宏さん

1～2
トレイルスポーツをライフワークに

1
2

0円で自然と触れ合う
遊びInagawa style
＼ 車さんのお店はココ ／
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s t y l e
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s t y l e
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s t y l e

03
s t y l e
◀カフェマスターと
しての一面も▼お店
の看板メニューは「鉄
人の卵をつかったふ
わとろオムハヤシ」
(950円)

４つのライフスタイルをご紹介します。

車 宏さん

s t y l e

たった一度きりの人生だから。

L ife
趣味も生活もまるごと
僕の人生のベースに
この自然があると思う。
トレイルスポーツも
ご近所で
できてしまう！

01
s t y l e

この町の暮らしの中で芽生えた
トレイルスポーツをライフワークに

Inagawa
この日走ったのは銀山跡。起伏
に富んだコースがマウンテンバ
イクにうってつけだそう
▼木々がひらけ、町並みがパノラマに広がるビュー
ポイント。ランニングにオススメのコースです

自然や教育、人との繋がり
求めていた子育て環境。
「海辺で育ったので、山の自然をあ
まり知りませんでした。冬の足元に
広がる、霜の結晶を見たのも初めて。
春には庭先に名前を知らない野の花
が代わるがわる咲くんです」。 そう
話すのは奥様・藍さん。自然の中で
子育てをしたいという想いから、猪
名川町の中でも山深い北部エリアへ
の移住を決めた藤田さんご家族。色
鮮やかに移りゆく季節を日々感じな
がら暮らしています。
「人口が少ないエリアですが、ちゃ
んと地域に学校が残っていて、少人
数だからこその授業や地域・先生と
の関わりがあって、子ども達の教育
環境も恵まれていると思います」
。子
育ての中でも特に重要な教育面でも
満足しているそう。

それぞれに見つけた
新たな楽しみと暮らし。
「山からの恵みを与えてもらってい
ます」
。 代での西表島への移住経験

いスローな暮らしがありました。

都会では叶えられない、とても美し

少しずついただき大切に分け合う。

ご夫婦それぞれに、自然の恵みを

る時間を楽しんでいます。

取りに行き、自宅で作品づくりをす

えてもらった つ[るカゴ編み が]今で
はライフワークに。近所の山に蔓を

そんな藍さんは、ご近所の方に教

や調理法を変えるまでの腕前に。

料理も、今では部位によって火加減

藍さん。何も分からなかったジビエ

「最初は驚きました」そう笑って話す

手作りした薪窯で調理をすることも。

食べる分だけを山へ捕りに行き、庭に

泰二さん。鹿やイノシシなど自分達が

から、 狩猟に興味を持ったご主人・

20

▶ご自宅の庭にご主人お手製
の薪窯！ピザやパンを焼くこ
ともあるそう

3
4

夫婦それぞれのカタチで自然の恵みを受けとる

ねえ
ひろい
木の実
いい？
しても

▲近隣市町のギャラリーでの企画展や
イベントに不定期に出品しています

▲ダッヂオーブンで作る鹿肉
のロースト。クセのない柔ら
かな肉質で、お友達にも人気
のお料理だとか
◀お肉の他にも、 ク
レソンや山菜などご
主人が採ってくる恵
みが食卓にのぼる
▲わざわざ遠出をしなくても、近所の山が子ども達の
遊び場に。
「夏には川遊びも近所でできますよ」

藤田さんファミリー
自然の素材を
使った作品づくりも
楽しい時間ですね

そ ば に ある山の恵みが
新 しい暮らし方を
与 え てくれました。
近所の山。町の約
▲制作素材の仕入れは
ならでは
8割が山林という猪名川町

02
s t y l e
▶動物の足跡を探
しながら山へ入る。
通り道を見つけた
ら罠をかけていく

▼3年前に念願のお店をオープン。口コミで人気が広がっています

美しい住宅街と里山の自然
２つの顔を持つ町に暮らす。
「猪名川町のことはほとんど知らな
かったんです」
。お子さんがまだ小さ
かった頃、転居先を探す中、初めて
猪名川町を訪れたという榊原さん。
美しく整った住宅街と里山という２
つの風景をもつ猪名川町は好印象
だったとか。当時住んでいた街と比
べると土地価格が１／３程だったと
いう事も移住を後押ししたそうです。
「その分建物にお金をかけられて理想
猪名川町で子育てを始めてから「自

的な住まいを実現できました」
。
然の中で活動的に健やかに子どもが
育つ環境」だと感じたそう。総合公
園をはじめ親水公園や山林散策など
お金をかけずに遊べる場所がたくさ
んあり、よく遊びに出かけたそう。

里に流れる時間ごと楽しむ
古民家カフェをオープン。
レトロで隠れ家的なカフェを持つ
のが夢だったという榊原さん。
「主婦
でお母さんなので、家から通えると
ころにお店をもちたくて」
。そんな願
いが叶ったのは、２つの顔がある町
年の古民家

だからこそ。縁あって自宅から数分
を手に入れ、念願の「蒸しぱんカフェ」

の里山エリアに築

「家からの通勤時間に木々や山の色

をオープンしました。
づきが見られ、四季の変化を楽しん
でいます」
。山々に囲まれた場所に立
つカフェには、穏やかなひと時を求
と過ごしていただきたい」そう話す店

めて人が集まります。
「ここでゆっくり
内に、蒸しパンの甘い香りとゆっくり

5
6

▲ふっくらした姿が可愛い
蒸しぱんの他、 ランチメ
ニューもあります

1
0
0

としたくつろぎの時間が流れています。

V072-768-1571 a川辺郡猪名川町木津字戸塚尻7-1
（LO14時30分）O日・月
M11時〜15時

▼娘さんが描いた
「空からこんぺ
いとう」
という絵から店名が決定
▶店内の建具は全て工務店から
譲っていただいたものだそう

＼ 榊原さんのお店はココ！ ／

やさしい甘さが
うれしい♥

▲▶座敷席が６つのゆったりとし
た店内。子ども連れグループも多
く訪れます。玩具や絵本があるの
も優しい心遣い

◀店内には、こ
んぺいとうを可
愛く飾ったディ
スプレイも

蒸しぱんcafé 空からこんぺいとう

「 家 近 く 」で「古民家」。
私 の わ がままな条件は
こ の 町 だ か ら叶ったのかも。
▼大規模なリノベーショ
ンを経て古民家カフェが
完成！地域の方の応援も
あり夢が叶いました

03
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▼リノベーションを行う様子

蒸しぱんcafé 空からこんぺいとう オーナー

榊原 由香理さん

繋がりあいながら
豊かな時間を育む。
町内の若手農家を中心に、近隣エ
リアで育ったオーガニックな野菜や
食材を 八[百屋カー に]乗せて販売す
る出口さん。「この町の良いところ
は、言葉では伝えきれない」という
想いから、仕事の傍ら町北部の大野
山を探索する 源[流の森をあるく や]
流[域みそ作り な]ど、
【猪名川流域の
都市部に暮らす人】と【源流のある
猪名川町】を繋ぐイベントも行って
います。イベントで知り合った町内
への移住者と、ご自身のお友達を引
き合わせていたという奥様。「いつ
のまにかオーガニックや自然、子育
人ほどの繋が

てに関心のある町内のお母さんが集
まって…」。 今では

「家の外に出るとどの季節も本当
手のもの。都会ではまず目にする事

達の姿があります。薪割りだってお

まるで絵に描いたような
豊かな田舎暮らしがここに。

にきれいなんです」と絶賛するのは、
がない光景が、ごく自然に繰り広げ

移住の理由は 子[育て と]断言する
ご夫婦。子ども達が大きな声で外を

られ、自分たちの手で丁寧に暮らす

走りまわれたり、ご近所の方が田ん

約８年前に移住してきた出口さん。

て手に入れた古民家は引っ越しまで
ぼのドジョウを見せにきてくれたり

日常が垣間見えます。

の約３ヶ月、仕事前に毎朝通って全
…。大らかな環境の中でのびのびと

山の色づきや虫たちの声が季節の移

ての改装をご自身の手で行ったと
育っている事を感じているそう。

り変わりを教えてくれるそう。

か。くつくつとご飯を炊く庭のかま

昔ながらの里山エリアに、縁あっ

どのそばには、火の番をする子ども

お庭で
今日は
ルを
チボー
キャッ
！
んだよ
して遊

7
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出口 晴久さん

りになり、若い世代の新たなコミュ

▶大豆の種まきか
ら収穫、仕込みま
で全てを行う[流域
みそ作り]を毎年開
催しています

オーガニッククロッシング 店主

人と町をつなぎ、地域や人とつな

V072-768-0975／080-5700-1036 a川辺郡猪名川町杤原字東山30-1
※イベント開催時のみオープン、野菜の購入は要事前連絡、
イベント開催・商品発送・八百屋カーでの販売については
http://www.organic-crossing.org/ をチェック

ニティも芽生え始めました。

オーガニッククロッシング・わろうだ

▲大切に育てられた野菜たち。農家さんの
想いと一緒に届けます

＼ 出口さんのお野菜購入はココから ／

10

がり合う、豊かな営みが田舎暮らし

流域みそが
完成！

言 葉 で は 伝 え き れないけれど
暮 ら せ ば暮らすほど
ど ん ど ん 好 き になっています。

を彩ります。

▲広いリビングの床やガ
ラス戸もDIYで◀庭のか
まどで炊いたご飯はおこ
げがあると「当たり」

04
s t y l e

採れたて
野菜が並んだ
八百屋カー

自然とふれあう
遊び
▲すぐ裏に、川辺へ降りられる道がありま
す。草むらに隠れている虫や川を泳ぐ魚な
どたくさんの生き物がいます

円

中学生以下

円

円

猪名川天文台アストロピア

ふるさと館 芝生公園
町の歴史民俗資料館であるふるさと館の裏にある
自然豊かな公園。町の名の猪名川が流れ、夏の人気
スポットのひとつです。川の水を引き込んだ人工水
路では小さな子どもと一緒に水遊びを楽しめます。
V072-768-0389(猪名川町立ふるさと館) a川辺郡猪名川町木津
字八十19-2 M駐車場の利用は9時〜17時30分まで※12/29〜1/3は
駐車場利用不可 O月
（祝日の場合は翌日）P39台
（無料）

V072-769-0770 a川辺郡猪名川町柏原尾野ケ嶽
（祝日の場
1-1 M13時30分〜21時30分 O月・火・水
合開館）e入館料：高校生以上200円、
中学生以下
（無料）
無料 P50台

星座や惑星の
お話も

▲晴れた日には、太
陽や白い金星など、
昼ならではの天体観
測が楽しめます ◀プ
ラネタリウムは常時
２本立てで上映

初夏には蛍が飛び交う
美しい川のほとりで水遊び。
これはダミーの文章で
自然に近い環境で10ｗ×２

自然豊かな猪名川暮らし。ほんの少し足を
伸ばせば感性を育む遊び場がいっぱい！
ここでは利用・駐車料金無料で気軽に
楽しめる遊び場をご紹介します。

V072-766-8709(猪名川町産業観光課) a川辺郡猪名川町万善
字竹添70-1 M入園自由 e無料 P道の駅いながわ駐車場利用
（無料）

◀浅い人工水路は、水遊びデビューにもオススメ

阪神地域最高峰の大野山山頂付近に立
つ天文台。1階には床の上にゴロンと寝転
がって観るプラネタリウム、2階には口径
50cmの反射望遠鏡を設置した天体観測室
があるシンプルな施設。昼間の天体観測
や夜の観望会など楽しみは色々。

「道の駅 いながわ」の裏手を流れる猪名川は子ども
達の絶好の遊び場。車移動ナシで買い物のついでに
立ち寄れるお手軽感が人気です。道の駅でおやつを
買ってプチピクニックを楽しむのもオススメ。

I n a g a w a s t y l e

山道をぐんぐんのぼって
青空の真下でピクニック。

▼約2000㎡の敷地内には、初夏に
は紫陽花が見事に花を咲かせます

佐保姫公園

ぜー
ん
ぶ
０円
です
！

お魚みぃ〜つけた！
お買い物ついでに川遊び

円で

!?

わー
星が
こん
なに
見え
る！

▶目の高さにまで広がる満点の星！観望会やイベントも多数開催しています

山のてっぺんにたたずむ
アットホームな天文台。

円
大野アルプスランド
標高753mの大野山山頂付近のキャ
ンプ場。 炊事場も利用無料だから
BBQやキャンプなどアウトドアを気
軽に楽しめます。キャンプ場の他に
天文台や岩巡りハイキングコースも
あるから、遊びのアイディア無限大！
V072-766-8709(猪名川町産業観光課) a川
辺郡猪名川町柏原字尾野ケ嶽1-1 MO利用
（無料）
自由 P50台
▲芝生の広いキャンプサイト。空の青と樹々の緑が美しい
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関西軽井沢GC

八阪神社
507

景福寺

石窯ぱんの店 PANETTERIA TORITON
トマトと酒粕・ヨーグルトなど自家製天
然酵母を使って石窯で焼き上げるこだわり
ベーカリー。ハード系からおやつにもなる
甘いパンまで約40種類が並びます。

602

囲炉裏茶屋 里の家
大島小

V072-767-8600 a川辺郡猪名川
町万善字竹添70-1 M9時〜17時
O水・1/1〜1/6 P98台
（無料）

オーガニック
クロッシング･わろうだ
称名寺

仲しいたけ園
ふるさと館 芝生公園
楊津小

和菓子処 うませ

蒸しぱんcafé
空からこんぺいとう

173

六瀬局
12
68

Cafe manna

道の駅 いながわ
佐保姫公園

阿古谷オオクワ園

猪名川国際CC
603

東光寺
68

イオンモール猪名川

日生中央サピエ
子育て支援センター
猪名川町役場

和菓子処 うませ
親子で営む小さな和菓子屋さん。お
母さんが道端で見つけた季節の風景を
再現した愛らしい和菓子がショーケー
スに。お土産にもオススメです。
▲食材から日用品、幅広いジャンルのアイテムが揃
う店内。イベントなどのお楽しみも♪

猪名川町の農家さんから
毎朝届く新鮮な野菜を目当
てに、町外からもたくさん
の人が訪れ、週末には午前
中で売り切れてしまう事も。

V072-768-0008 a川辺郡猪名川町木津字御所
（無料）
垣内15-1 M10時〜19時 O水 P3台

324

カフェ 山の駅

12

石窯ぱんの店
PANETTERIA TORITON
▲小さな和菓子
に愛情を込めて

0

◀大人の手のひらいっぱいのビッグサイズ！

V072-765-1111 a川辺郡猪名川町白金
2-1 M7時〜22時
（店舗により異なる）O
（無料）
なし P2000台

道の駅いながわ

猪名川町
春日神社

能勢電鉄日生線
日生中央駅

イオン猪名川と専門店からなる
ショッピングモール。毎日の買い
物に町内外から人が訪れ賑わいま
す。フードコートで子どもとゆっ
くり過ごせるのも嬉しい。

毎日のお買い物から、ちょっと特別な
シーンに使えるお店まで。猪名川町の
「美味しい・かわいい・便利」な
おでかけスポットをご紹介します。

成佛寺

V072-741-7935 a川辺郡猪名川町差組字向イ201-2
M9時〜21時30分 O不定休 P20台(無料)

イオンモール猪名川

おでかけ
MAP
◀旬を迎えた季節野菜
は濃厚な味わい

精明院

季節のかわいい和菓子
お土産選びはここへ。

駐車場は利用無料！
時間を気にせずお買い物。

一軒家カフェで出会う
凄腕バリスタのコーヒー。

▶地元食材をふんだ
んに使用したランチ
も人気です

12

◀手作りスイーツとかわいいラテアートもお楽しみ

ナ

V072-768-0220 a川辺郡
猪名川町万善字佐保姫86-1
M9時〜17時 O水・第３水
（無料）
曜前日 P2台

12

▼色とりどりの和菓子は季節ごとに新顔が登場

Cafe manna
田園風景の中に佇む
小さなカフェ。国内有
数の実力をもつバリス
タが淹れるコーヒーと、
地元食材を中心とした
ランチやデザートでの
んびり時間を楽しんで。

大野山

40

▲BBQサイトは緑に囲まれた
自然溢れる開放的な空間

V072-769-0275 a川辺郡猪名川町島字垣内23
M不定
（完全予約制）O不定休 P15～20台(無料)

ン

20

奥猪名健康の郷

Inagawa

大人も子どもも夢中♡
世界の甲虫類が大集合！

。

B
B
Q

3

猪名川天文台
アストロピア

猪名川
サーキット

格付けガイドブックにも掲載された隠
れ家的料理茶屋。春は山菜・夏は野武士
料理・秋は松茸・冬はぼたん鍋という季
節限定の里山の恵みを味わえます。

B
B
Q

601

新鮮な
野菜が揃ってるよ

生産者の顔が見える安心、
朝採れ地野菜を食卓に。

30

大野アルプス
ランド
◀常時 種類以上の
こだわりパンが並びます

11

囲炉裏茶屋 里の家

マ

◀しいたけ狩り＆
は 月
日〜 月 日まで楽しめます

V072-768-0055 a川辺郡猪名川町木間字大道
下16 M10時〜17時(BBQは要予約) O火 eし
いたけ狩り1620円、
BBQ3456円、
しいたけ狩り
（無料）
＆BBQ3996円 P50台

しいたけ狩りの後は
里山の中で七輪

武家屋敷の料理茶屋で
里の季節の味わいを堪能。

◀季節料理を囲炉裏端で
ゆっくり味わえます▼狩猟
解禁の時期だけいただける
冬メニューのぼたん鍋

▶たくさんの種類が揃う午前中が狙い目

手入れされた美しい里山でしいたけ
狩りを楽しんだら、黒毛和牛・地元野
菜と一緒にBBQを。
真っ白なヒダが立っ
た肉厚のしいたけは主役級の貫禄！

▲武家屋敷の面影を残す、
旅情緒溢れる佇まい

カ フ ェ

▶イタリアンレスト
ランに併設のお店

仲しいたけ園

毎日の朝ごはんに
天然酵母の焼きたてパン。

ほっこりする
空間だね

阿古谷オオクワ園
国内外のクワガタ・カブ
トムシを販売するお店。通
信販売を中心に週末には店
舗もオープン（※営業日要
確認）
。生体の他、飼育用品
や書籍などの販売も。
V090-4766-6705 a川辺郡猪名
川町下阿古谷字明神ヶ谷口186
M10時〜17時 ※4〜9月は土日祝
のみ営業、
10〜3月・平日の営業は
電話にて要確認 P3台
（無料）
上／年中温室で飼育管理
下／標本には珍しい種類も

2km

11

＼ 暮 ら し の サ ポ ー ト ／
猪名川町での暮らしの中でホッとできるたくさんのサポートの中から、
特に子育て世代に嬉しい施策の一部を抜粋してご紹介します。

妊婦健康診査
助成費

子育て支援
ホームヘルパー
派遣

兵庫県下でトップクラスの
助成額11万2000円。健康な妊娠期間を
過ごし、安心して出産を
迎えられるようサポートします。

調理や衣類の洗濯、整理整頓や
買い物など、日常の家事をサポートします。
2時間以内/1回で1回500円という
子育て世代に嬉しい制度。

中学3年生まで
医療費
完全無料

病児・病後児
保育事業

子育て中の経済的負担軽減のため、
中学校卒業までの医療費が完全無料。
所得制限はなく
全世帯に適用されます。

生後6ヶ月から小学3年生までの
子どもで、病気やけがで集団生活が
困難な児童を最大7日間預かります。
（事前登録・利用料・利用定員あり）

＼こんなサポートもあります／

ペレットストーブ等

購入助成補助金
交付制度
薪またはペレットストーブを設置すると、
購入・設置費用の1/3、最大10万円まで
補助。薪ストーブのある
里山スローライフを始めませんか？

14

移住するなら

空き家バンク制度
猪名川町内にある中古物件の売買・賃借情報
を集約提供し、希望者との仲介役を町が果たし
ます。営利目的ではないため、利用者は仲介手
数料が格安というメリットがあります。猪名川
町への移住を検討する際は、猪名川町ホームペー
ジに掲載の情報を要チェック！

ママ友の輪が広がります

子育て支援センター
未就園児とその保護者を対象に無料で利用で
きる「つどいの広場」
。講座やイベントも開催し、
たくさんの人の輪の中で子育てができる、ママ
にとっても心強い出会いの場。ここで知り合っ
たママ友と子どもが成長してからもサークルな
どの活動を続けている人たちも♪

「私らしく生きる」を
猪名川町はサポートします
住むため、
育てるため、
生きるため、
ライフステージに沿った様々なサポートを通して、
inagawa LIFEを応援します。

幼稚園〜中学校まで

完全給食
11年間

幼稚園入園から中学校卒業まで
完全週5日給食を実施。地域の食材を
中心としたこだわりの給食で食育を
推進しています。

猪名川町の充実サポート
詳細はホームページを
チェック！
13

ふるさと納税
「猪名川町からのお礼の品」をご紹介
猪名川町ではふるさと納税の寄附のお礼に、豊かな里山の町らしい個性的な品々をご用意しています。
平成28年度のお礼の品の中から、一部を抜粋してご紹介します。
※写真はイメージです

寄附金額/10,000円

寄附金額/10,000円

寄附金額/10,000円

寄附金額/10,000円

申込/通年 配送/通年

申込/通年 配送/通年

申込/4〜1月 配送/12月〜3月

申込/通年 配送/通年

クワガタ虫
（成虫）
♂♀ペア
飼育セット付

しいたけ原木

里山を代表するコナラやクヌギで
猪名川町で育てたクワガタ虫の成
栽培する猪名川町の原木しいたけ。 虫をオス・メス各1匹ずつお届けしま
兵庫県屈指の産地なんです。
「山の
す。ケースや餌もセットだからすぐに
ステーキ」
とも言われる、
肉厚でジュー
飼育が始められます。夏の自由研究
シーなしいたけを育ててみませんか？
にもオススメです。

ぼたん鍋セット
（冷凍2人前）

天然酵母の石窯焼きパン・
焼き菓子セット

猪名川町の冬の味わい「ぼたん鍋」
自家製の天然酵母を使い、薪の石
をご家庭で！猪肉250gとぼたん鍋用
窯で焼き上げるこだわりベーカリー
味噌、杵つきの丸餅をセットでお届
のパンと焼き菓子をセットでお届け
けします。クセのない柔らかな肉質が
します。ふんわり＆もっちりな食感
猪名川町の猪肉の特徴です。
をお楽しみください。

清流猪名川ふるさと応援寄附金はこちらから

お問い合わせ

猪名川町企画財政課 TEL.072-766-8711

兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1

※このパンフレットに掲載している情報は、
特に表記がない場合、
2017年1月10日
時点の有効な情報です。情報は変更となる場合がございますので、
最新の情報に
ついては各施設へお問い合わせください。
※本媒体に掲載の金額は、
消費税8%を含む全額表記となっております。

