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明石城築城 400 周年記念事業の展開 
 
2019 年の明石城築城 400 周年を明石城の更なる知名度向上と明石城を核とした地域振興の

機会と捉え、「明石城築城 400 周年記念事業」を実施する。 

事業期間中、何回も来訪いただけるよう、常時イベントのほか季節毎のイベントなど、様々

な催しを展開する。 
  
Ⅰ 主   催      明石城築城400周年記念事業実行委員会（委員長:中瀬 勲淡路景観園芸学校学長） 
Ⅱ テ ー マ   400 年の時を刻む 明石城の魅力再発見 

～お城とともに歩む明石のこれまでとこれから～ 
Ⅲ 期  間   2019(平成 31)年 3 月 23 日(土)～11 月 30 日(土) （253 日間） 
Ⅳ 実施場所   県立明石公園及びその周辺 
Ⅴ 来訪者見込数 ３００万人（※H30 同期間の明石公園来園者数は 190 万人）         
Ⅵ 事業内容（詳細は別添参照） 

Ⅶ 機運醸成の取組 
１ H30 主な取組実績 

 HP開設､PR動画､JR西日本ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ､城ｸﾞｯｽﾞｺｰﾅｰ明石駅構内開設､ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ(駅前講座)他 
 ２ 今後の広報展開 

電車内全面中吊り広告、JTB M00K本・ｲﾍﾞﾝﾄｶﾞｲﾄﾞ、Kiss FM ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ・ラジオ・WEB、 
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け著名サイト等の活用他 

３ 築城 400 周年に関連した商品販売 
  明石城完全攻城ガイド、缶バッジ、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、ﾌﾟﾚﾐｱﾑたこせん、ﾋﾟｰｽｸﾗﾌﾄ(木製模型)他 

 

＜問い合わせ先＞ 

県土整備部まちづくり局公園緑地課特定プロジェクト班(明石プロジェクト担当) TEL:078-911-4001 

東播磨県民局総務企画室総務防災課（財務担当）                   TEL:079-421-9010 

常時イベント 季節毎のイベント 

１ 坤
ひつじさる

櫓
やぐら

・巽
たつみ

櫓
やぐら

の特別公開 

２ 武蔵の庭園お茶席 
  ※4､5､10､11月の土日祝。但、5/11は記念茶会 

３ 明石城再現・城巡りアプリ 
４ 明石城なんでもコンテスト 

（写真、絵画、短歌・俳句） 
５ 撮影スポット 

（顔出しパネル、カメラ台） 
 
 
 
 

１ 開会式典・石碑除幕式・ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ 3/23(土) 
２ 春：テーマ「桜」 
・桜のライトアップ     3/29(金)～4/2(火) 
・春の能舞台活用イベント 4/27(土)～5/6(月休) 

３ 夏：テーマ「光」 
・櫓・石垣ライトアップ  6/1(土)～9/30(月) 
・明石城光のアート    7/20(土)～9/1(日) 
・明石城キャンドルナイト 8/24(土) 

４ 秋：テーマ「観月と能」 
・明石城観月会      9/13(金) 
・秋の能舞台活用イベント 9/28(土)～10/6(日) 

５ 閉会式典・記念植樹   11/30(土) 

主 な 関 連 イ ベ ン ト  

１ 明石市制100周年事業  ・あかし伝統夢まつり              5/2(木) 
・B-1 グランプリ in 明石             11/23(土)､24(日) 

２ 協賛イベント     ・時のウィーク 2019         6/16(日) 
・市立文化博物館｢城と明石の400年｣展  9/14(土)～10/20(日) 

３ H31 県民提案事業    ・明石城築城 400 年記念流鏑馬       5/11(土) 

・明石城築城 400 周年記念茶会      5/11(土) 
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明石城築城 400 周年記念事業 

 

 

 

（１） 坤
ひつじさる

櫓
やぐら

・ 巽
たつみ

櫓
やぐら

の特別公開 

期間中毎日、坤櫓 1～3 階または巽櫓 1 階を公開 

（※文化財保護のため雨天時は中止） 

（２）武蔵の庭園お茶席 

開 催：4･5･10･11 月の土日祝  

※5/11 は明石城築城 400 周年記念茶会  

（３）明石城再現・城巡りアプリ(明石城アプリ)  

① 明石城再現ＣＧ（※全国いつでもどこでも閲覧可能） 

② 明石城散策・謎解きゲーム（※３コース。期間中現地でのみ可能） 

・ＡＲスポットで当時の主な建築物の再現ＣＧを体感 

・クイズの正解数に応じて、宮本武蔵等の３次元キャラ 

とのツーショット写真が自撮りできる 

（４）明石城なんでもコンテスト 

  ① フォトコンテスト 

四季折々の園内や 400 周年行事の写真をインスタグラム 

への投稿を促し、優秀作品を表彰 

第１期（春） ３月 23 日（土）～５月 31 日（金） 
第２期（夏） ６月 １日（土）～８月 31 日（土） 

第３期（秋） ９月 １日（日）～11 月 30 日（土） 
② 絵画教室、絵画コンテスト、絵画展 

絵画教室を毎月開催するとともに絵画コンテストを実施。併せ 

て､絵画教室やコンテスト作品を園内に展示 

ア 絵画教室（明石美術協会） 

開 催：毎月第３日曜日 9:30～12:00 

イ 絵画コンテスト 

    部 門：小学生・中学生・一般の３部門 

ウ 絵画展 

５月２日（木）～５月８日（水）（7日間） 春の明石城をテーマとした作品 

９月 26 日(木)～10 月２日（水）（7日間） 絵画コンテストの優秀作品 

③ 短歌・俳句コンテスト 

  明石城をテーマとした短歌・俳句を募集し、季節毎に優秀作品を表彰 

  ※期間はフォトコンテストと同じ 

（５）撮影スポット 

  公園内の撮影ポイントに顔出しパネルやカメラ台を設置 

 

武蔵の庭園お茶席 

明石城アプリ 

１ 常時イベント 

H30 フォトコンテスト入賞作品 

H30 絵画コンテスト入賞作品 

別 添 
 

 

 

（１）開会式典・明石城跡石碑除幕式・オープニングイベント 3/23(土) 

① 開会式典（10:00～10:40） 

会 場：西芝生広場（雨天時：あかし市民広場） 

内 容：主催者式辞､来賓祝辞･紹介､祝電披露､ 

「はじまりのとき打ち太鼓」打刻 

② 石碑除幕式（10:50～11:00） 

会 場：正面入口（雨天時：あかし市民広場） 

内 容：除幕者紹介、除幕、記念撮影 

③ オープニングイベント 

ア ステージイベント（11:00～16:00） 

会 場：西芝生広場（雨天時：あかし市民広場） 

内 容：太鼓演奏、地元団体ステージ、明石市制施行 100 周年ＰＲステージ、 

明石ご当地アイドルグループ「ＹＥＮＡ☆」ステージ 

イ 城下町グルメフェスタ（10:00～16:00） 

会 場：西芝生広場（雨天時中止） 

内 容：城下町グルメ：伊丹、姫路、たつの、赤穂、佐用、篠山、洲本 

地元グルメ：明石、加古川、高砂 

その他、フリーマーケット、縁日等開催 

（２）春：テーマ「桜」 

① 桜のライトアップ         3/29(金)～4/2(火) 

  ア ライトアップ   期間中の18:30～21:00 剛ノ池周辺及び千畳芝の桜約200本をLEDで演出 

イ ﾐﾆﾗｲﾌﾞｽﾃｰｼﾞ   3/29(金)、30(土)の 19:30～20:30 地元音楽団体が演奏 

ウ 明石焼の振る舞い 3/29(金)、30(土)の 19:00～各日先着 200 人に提供 

② 春の能舞台活用イベント 

ア 明石薪能         4/27(土)[有料]  

イ 明石能舞台コンサート    4/28(日)､29(月祝)[有料] 

ウ 喜春城ライブ       5/1(水祝) 

エ 伝統忍者集団｢黒党
くろんど

｣ショー 5/3(金祝)  
オ ストリートパフォーマンス 5/4(土祝) 

カ 浴衣等ファッションショー 5/5(日)  
キ お笑いライブ      5/6(月休) 

③ ご当地グルメイベント      5/1(水祝)～6(月休)   

④ 主な関連イベント 

ア あかし伝統夢まつり    5/2(木休)  

※市内の布団太鼓や獅子舞が集結。明石市制 100 周年事業 

イ 明石城築城 400 年記念流鏑馬   5/11(土)  

 ※H31 県民提案事業 

   ウ 明石城築城 400 周年記念茶会  5/11(土) 

 ※H31 県民提案事業 

２ 季節毎のイベント 

振る舞い会場 

とき打ち太鼓演奏(イメージ) 

ライトアップ箇所 

ミニライブ会場 

m097165
テキストボックス
２



 

 

（３）夏：テーマ「光」 

① 光の明石城（※光のデザインやアート作品は、いずれも神戸芸術工科大学相澤教授の制作・監修） 

  ア 櫓・石垣ライトアップ    6/1(土)～9/30(月)  19:00～22:00 

   正時を告げるとき打ち太鼓にちなみ、時間帯に応じて照明が変化 

 

 

 

 

 

イ 明石城光のアート      7/20(土)～9/1(日) 

 正面入口周辺や東芝生広場に光るアート作品を展示 

ウ 明石城キャンドルナイト   8/24(土) 

 ｷｬﾝﾄﾞﾙﾗｲﾄの灯りで築城 400 年を象徴するデザインを描き、東芝生広場等を彩る 

  ② 主な関連イベント 

ア 園内ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ特別メニュー  6/1(土)～9/30(月) 

イ 時のウィーク 2019         6/16(日) 

ウ 納涼フェスティバル     8/24(土)、25(日) 

（４）秋：テーマ「観月と能」 

  ① 明石城観月会          9/13(金) 

和楽器演奏、雅楽、朗読会、天体観望会、飲食コーナー 

② 秋の能舞台活用イベント 

ア 明石薪能            9/28(土) [有料] 

イ 明石能舞台コンサート      9/29(日) [有料] 

ウ 公募ステージ         10/1(火)～10/4(金) 

※県民に能舞台に親しんでいただくため、公募によるステージ貸出を実施 

エ 明石ミュージックフェスタ   10/5(土)  

オ 明石城雅楽フェス       10/6(日)     

③ 主な関連イベント 

   ア 市立文化博物館特別企画展｢城と明石の400年｣ 9/14(土)～10/20(日) 

イ 明石城まつり 2019        10/12(土)、13(日) 

ウ 明石子午線どんとこいまつり    10/13(日) ※H31 県民提案事業 

エ Ｂ-１グランプリ in 明石    11/23(土)、24(日) ※明石市制 100 周年事業 

（５）閉会式典・記念植樹       11/30(土) 

① 新たな桜の名所づくり記念植樹［ふるさとひょうご寄附金を活用］ 

 補助競技場に多様な桜を植樹し、明石公園の新たな桜の名所をつくる。寄附者や地元 

園児等の参加の下、植樹イベントを実施 

② シンボルツリーの記念植樹［地元企業からの寄附金を活用］ 

   剛ノ池や千畳芝周辺等の園路沿いに桜を植樹し、桜の回廊を整備するスタートとして 

  シンボルツリーを記念植樹 

  ③ 閉会式典   

※[有料]と記載している催事以外でも、「明石焼の振る舞い」以外のお茶席やグルメ、飲食は有料です。 

キャンドルナイト（イメージ） 

明石城雅楽フェス（イメージ） 

櫓･石垣ライトアップ（イメージ） 

 

 

① 明石城伐採木材工作教室 

  明石城の景観向上のために伐採した、櫓や石垣近くの木材を活用した工作教室  

 ② 築城 400 周年記念シンポジウム 

 ③ 県立図書館「日本の城コーナー」の設置及び「日本の城セミナー」の開催 

 ④ 地元高校野球部による記念試合の開催 

 

 

 

（１）H30 主な取組実績 

  ① 築城400周年･市制100周年合同ＨＰ 明石城 400 検索  (H30.10 月) 

② インスタグラム公式アカウント（H29.10 月）     

③ 記念事業ＰＲ動画（H30.10 月）  

④ 「ちょこっと関西歴史たび 明石城」（H31.1～3 月） 

 ＪＲ西日本と明石観光協会が連携して寺院等の特別公開等を実施 

⑤ 明石城グッズコーナーの明石駅構内開設（H31.１月）  

  ⑥ 「お城 EXPO」出展（H29､30 12 月：横浜市） 

  ⑦ 明石城特大・横長ポスター（H30.1 月）※縦 103cm×横 291cm 

⑧ 「歴史群像」「旅の手帖」等雑誌掲載、新聞広告､県･明石市広報紙 

⑨ 横断幕､案内看板､のぼり他 

⑩ プレイベント 

 駅前講座(3 回)、絵画ｺﾝｸｰﾙ・写生大会、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ・撮影講習、 

仮装フェス、ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ、県民提案事業他   

（２）今後の主な広報展開 

① 電車ジャック(車両の全面中吊り広告)（H31 数回予定)  

  ② JTB：MOOK「大人の日帰り旅 関西」特集・ｲﾍﾞﾝﾄｶﾞｲﾄﾞ（H31.３月） 

③ Kiss FM：ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ・ラジオ放送・WEB 発信（H31.３月他） 

  ④ 著名サイトの活用（H31.３月他） 

    ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ配信大手｢PR TIMES｣やｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向けSNSから情報発信 

⑤ あいたい兵庫（春夏号）、「歴史道」等雑誌掲載、新聞広告、チラシ、ポスター    

（３）築城 400 周年に関連した商品販売（明石観光協会他） 

① 攻城団「明石城完全攻城ガイド」（H30.12 月） 

② 缶バッジ、クリアファイル（H30.７月） 

③ 永楽堂プレミアムたこせん（H31.１月） 

④ ﾋﾟｰｽｸﾗﾌﾄ(木製模型)、コースター、携帯ストラップ（H31.１月） 

 

主 催：明石城築城 400 周年記念事業実行委員会 

  会長：兵庫県知事、副会長：明石市長、実行委員会委員長：中瀬景観園芸学校学長 

     委員：各団体代表    

     

４ 機運醸成の取組 

イベントガイド 

３ 日程調整中・実施検討中のイベント 

記念事業ＰＲ動画 

ＪＲ西日本 
「ちょこっと関西歴史たび」 

明石商工会議所、明石観光協会、明石青年会議所、県造園建設業協会、 
神戸新聞社明石総局、県園芸・公園協会、ひょうごツーリズム協会、
山陽電気鉄道、神姫バス、西日本旅客鉄道、NHK 神戸放送局、東播磨
産業･ﾂｰﾘｽﾞﾑ振興協議会、東播磨地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会、県教育委員会 

m097165
テキストボックス
３



○明石城築城400周年記念事業イベント一覧〔2019年３月２３日～１１月３０日〕

項目〔主催〕
※〔主催者 〕●は400実行委主催

武蔵の庭園お茶席
〔武蔵の茶屋茶道同好会〕

ＡＲスポットで当時の主な建築物の再現ＣＧを体感

クイズの正解数に応じて宮本武蔵等のキャラとのﾂｰｼｮｯﾄ写真

毎月第３日曜日 絵画教室

　9:30～12:00 〔明石美術協会〕

5/2(木)～８(水)

９/26(木)～10/２(水)

撮影スポット

〔兵庫県公園緑地課〕

 3/23(土) 開式前にPR映像上映、主催者式辞、来賓祝辞等

　10:00～11:00 「はじまりのとき打ち太鼓」打刻

除幕者紹介、明石城跡石碑除幕、記念撮影

 3/23(土)

　11:00～16:00

　

 3/23(土)

　10:00～16:00

 3/29(金)～4/2(火)

   18:30～21:00

 ４/１(月)～4/７(日)

　10:00～16:00

 ４/５(金)～７(日)

　10:00～16:00

春の能舞台活用イベント ※屋根付きの本格的な組立式能舞台を明石公園西芝生広場に設置して各種イベントを実施

 4/27(土)

　18:00～20:00

春  4/28(日)

　19:00～20:30
「

桜  4/29(月祝)
」　19:00～20:30

 5/1(水祝)

　10:00～15:00

 5/2(木)

（予備日5/12(日)）

 5/3(金祝)

　10:30～16:00

 5/4(土祝)

　10:00～15:30

 5/5(日祝)

　14:00～16:00

 5/6(月休)

　11:00～15:30

 5/1(水祝)～6(月休)

　10:00～16:00

 5/5(日祝)

　10:00～16:00

 5/11(土)

　13:00～15:00
　

 5/11(土)

　10:00～15:00

 ５/21(火)～26(日)

　9:00～17:00

4/1(月)～11/30(土)
の土日祝

アマチュア無線特別局開
設〔明石アマチュア無線
クラブ〕

園内

常

時

園内

明石能舞台コンサート
〔明石能舞台コンサート
実行委員会〕

東芝生広場

アマチュア無線特別局を開設。国内外に築城400年を発信
し、ロゴ等を明記した交信証（QSLカード)を発行。アマ
チュア無線免許保持者に無線局の操作を開放。一般見学可

西芝生広場
柿本神社の人丸山鎮座400年を
記念した、初代城主小笠原家の
流れを汲む小倉小笠原流流鏑馬

あかし伝統夢まつり
〔あかし伝統夢まつり実
行委員会〕

園内

西芝生広場

インディーズによる音楽演奏

明石市制施行100周年記念事業として開催
市内各地域で代々受け継がれている布団太鼓や獅子舞な
どが明石城跡に一堂に集結

明石城築城400周年記念
茶会
〔(一社)茶道裏千家淡交
会明石支部〕

武蔵の庭園
明石城築城400周年を記念した野点
御茶席で点前を披露し、抹茶・和菓子を呈する

●忍者ショー

【有料】有名女性演歌歌手のコンサート
（八代亜紀＆ソノダオーケストラ＆Big Band'A）

明石能舞台コンサート
〔明石能舞台コンサート
実行委員会〕

剛ノ池周辺、千
畳芝

明石公園さくらまつりの開催にあわせて約200本の桜をライト
アップ。ミニライブステージ、明石焼の振る舞い

明石公園さくらまつ
り

●桜のライトアップ

明石薪能
〔明石薪能の会〕

ハンドメイド・ナチュラル雑貨、グリーン、花苗、アンティーク
雑貨、アート・クラフト作品、スイーツ、食品、移動販売、ライ
ブ・パフォーマンス など

四季折々の園内や400周年行事の写真をインスタグラムへ
投稿。春・夏・秋の季節毎に優秀作品を表彰

西芝生広場
（能舞台）

●絵画展
明石公園パーク
センター

作画指導を受けながら明石城を写生

期間中毎日 園内に顔出しパネルやカメラ台を設置

とき打ち太鼓演奏、地元団体ステージ、
市制施行１００周年ＰＲステージ、
明石ご当地アイドルグループステージ

●オープニングイベント
　ステージイベント

●開会式典
石碑除幕式〔兵庫県
公園緑地課〕

西芝生広場

●オープニングイベント
　城下町グルメフェスタ

県内城下町（姫路、伊丹、篠山、洲本他）や地元明石他
のグルメブース出店

武蔵の庭園 抹茶や和菓子を提供

期間中毎日

●明石城再現・城巡りアプ
リ(明石城アプリ)

園内(3ｺｰｽ)
再現CGのみ全国

●短歌・俳句コンテ
スト

四季折々の園内や400周年行事を詠んだ短歌・俳句を
募集。春・夏・秋の季節毎に優秀作品を表彰

●フォトコンテスト

5月は春の明石城をテーマとし、9･10月は絵画コンテスト
の優秀作品を展示

季節 日　時 場　所 内　　容

●坤櫓・巽櫓の特別公開 坤櫓・巽櫓 坤櫓1～３階または巽櫓１階を公開期間中毎日

4,5,10,11月の土日祝
　10:00～15:00

【有料】有名ジャズトランペッターのコンサート
（日野皓正クインテット＆Big Band'A）

●喜春城ライブ

【有料】古来より受け継がれてきた伝統文化を今に伝え
る催しとして演じる狂言、能

●絵画コンテスト
四季折々の園内や400周年行事を描いた絵画を募集。
優秀作品を表彰

園内 日本さくら名所100選で有名な明石公園のさくらまつり
野点茶席、甲冑試着体験、邦楽演奏など

スローライフフェスタ
inAKASHI2019
〔アルテフェスタ実行委
員会〕

西芝生広場

伝統忍者集団　黒党（くろんど）による忍者ショー

●ストリートパ
フォーマンス

ダブルダッチ、ブレイクダンスなど多彩なストリートパ
フォーマンス

●ご当地グルメイベ
ント

全国各地のご当地グルメが楽しめる食のイベント

囲碁を通じて年配者から児童までがふれあい交流するイベ
ント

明石城築城400年記念流
鏑馬
〔明石城築城400年記念
流鏑馬実行委員会〕

あかし囲碁まつり
〔明石を囲碁の"まち"にし
よう会〕

●AKASHI-JO 400 FES
Girls & Owarai
Entertainment

Girls Meeting AKASHI-JO 400
浴衣等ファッションショーやビューティートークショーなど

●AKASHI-JO 400 FES
Girls & Owarai
Entertainment

Owarai Live AKASHI-JO 400
お笑いライブなど

明石公園さつき展
花と緑のまちづ
くりセンター

さつきの展示（一般公募作品50点程度）、さつき即売
会、園芸相談コーナー

項目〔主催〕
※〔主催者 〕●は400実行委主催

季節 日　時 場　所 内　　容

 6/1(土)～9/30(月)

　19:00～22:00

 6/1(土)～9/30(月)

　17:00～21:00

 7/20(土)～9/1(日) ●明石城光のアート 明石公園入口周辺等 光のアート作品を制作して正面入口周辺や東芝生広場に展示

夏  6/16(日)

　10:00～16:00
「 6/16(日)

光 　10:00～16:00
」 8/17(土)、18(日)

　10:00～20:00

 8/24(土)

　18:00～21:00

 8/24(土)、25(日)

　16:00～21:00

 9/13(金)

　18:00～20:30

 9/14(土)～10/20(日)
　9:30～18:30（入館18:00まで）

 9/21(土)～29(日)

　10:00～16:00

秋の能舞台活用イベント ※屋根付きの本格的な組立式能舞台を明石公園西芝生広場に設置して各種イベントを実施

 9/28(土)

 9/29(日) 【有料】未定

 10/1(火)～10/4(金) ●公募ステージ

未定

 10/6(日)

　13:00～15:00

 10/12(土)、13(日)

　10:00～16:15

秋  10/13(日)

　9:30～16:40
「

観  10/19(土)、20(日)

月 　9:30～16:00

と  10/19(土)～11/11(月)

能
」　

 10/20(日)

　10:30～15:00

 11/2(土)～4(月祝)

　10:00～16:00

 11/９(土)、10(日)

　10:00～16:00

 11/10（日）

　10:00～15:30

　

 11/23(土)、24(日)

　9:30～15:30

●閉会式典 あかし市民広場 400周年記念事業の映像での振り返り

※【有料】と記載している催事以外でも、「桜のライトアップ 明石焼の振る舞い」以外のお茶席やグルメ、飲食は有料です。

●記念シンポジウム 明石城のこれまでとこれからを考えるシンポジウム

県立図書館「日本の城コー
ナー」「日本の城セミナー」
〔県立図書館〕

県立図書館におけるお城の専門コーナー設置やセミナー
開催

地元高校野球部による記念試合を、園内の明石トーカロ
球場で開催

地元高校野球部による記
念試合の開催〔兵庫県高
等学校野球連盟〕

武蔵の庭園、東
芝生広場

●櫓・石垣ライト
アップ

櫓・石垣

※調整中

●明石城キャンドル
ナイト

東芝生広場、武
蔵の庭園

キャンドルライトの柔らかなあかりで築城400周年を象徴するデザイ
ンを浮かび上がらせ、夜の明石公園を彩る

400周年に相応しいフルカラーＬＥＤで櫓と石垣を鮮やか
にライトアップ

※調整中

明石城伐採木材工作教室
〔兵庫県公園緑地課〕

明石城の景観向上のため伐採した木材を活用した工作教
室

アーツ＆クラフツ
秋・明石城〔アルテ
フェスタ実行委員会〕

明石商工会議所を通じて募集した寄附企業等による桜の
記念植樹

屋台の縁日が出て、夜には盆踊り大会も開かれ、かき氷早食い大
会など楽しいイベント盛りだくさんの市民手作りのお祭り

特別企画展 城と明石の
400年～明石藩の世界Ⅶ～

明石市立文化博
物館

【有料】明石城とともに市制100周年を迎えた明石の
400年を見つめる特別企画展

茶室ステージ（和楽器演奏、雅楽、朗読会）、
天体観望会、【有料】飲食コーナー

園内ビアガーデン特
別メニュー

園内カフェ
期間中の特別な櫓・石垣の景観を眺めながら、期間限定メ
ニューを楽しむ

明石市制施行100周年記念事業
として開催
全国からまちおこし団体が大集合

2019ひょうごまちなみ
ガーデンショーin明石
〔ひょうごまちなみガー
デンショー実行委員会〕

西芝生広場他
明石公園をメイン会場として、明石のまちなかも舞台とする地元
と一体になり、花と緑のまちなみを演出するイベント。ガーデン
コンペやデモンストレーションガーデンなどの催し

明石市内の高校や、兵庫県内の団体など、多くの吹奏楽、マーチ
ングの団体が出場。パレード、マーチング、ミニコンサート等

●明石城観月会

明石薪能
〔明石薪能の会〕

【有料】古来より受け継がれてきた伝統文化を今に伝え
る催しとして演じる仕舞、狂言、能

メリディアン・マーチン
グフェスタ2019〔NPO
法人音づくり人づくり街
づくり〕

陸上競技場他

タイフェア明石2019
〔タイフェア明石実行委員
会〕

西芝生広場
全国の有名タイ料理店、タイ雑貨などが集まり、ムエタイやボク
シングのエキジビション、トゥクトゥクの撮影会など

明石公園菊花展覧会
〔明石公園菊花展覧会実
行委員会〕

兵庫県の農林漁業を「見る・食べる・体験する」お祭り。特産物の試
食・販売、農林水産業や食の体験コーナー、ステージイベント等

明石公園納涼フェスティバル〔明
石公園・納涼フェスティバル実行
委員会〕

西芝生広場他

木工、ガラス、皮革、布などのアート・クラフト作家本人による
作品発表、展示、実演、販売
手づくり作品を「見て、触って、体験できる」アート・クラフト
の作品イベント

兵庫県民農林漁業祭〔兵庫
県民農林漁業祭実行委員
会〕

千畳芝

明石子午線どんとこいまつ
り〔明石子午線どんとこい
まつり実行委員会〕

「明石城まつり」と同時開催で、
明石公園内の4つの会場で
パワフルに踊りを披露

みんなのまつり2019
〔明石市生涯学習セン
ターサークル連盟〕

 11/30(土)

西芝生広場

新たな桜の名所づくり記念
植樹〔兵庫県公園緑地課〕 補助競技場 ひょうごふるさと寄付金寄附者による桜の記念植樹

Ｂ-１グランプリin明石
〔Ｂ-１グランプリin明石
実行委員会〕

明石公園、明石
市役所周辺

子どもから大人まで楽しめる、明石の秋の恒例イベント。
青空ステージ、ちびっこひろば、トライやるゾーン、ごち
そうひろばなど

明石陶器市
〔アルテフェスタ実行委
員会〕

江戸の中期より始まった民窯明石焼の地で全国の陶芸作家が集
い、作品を展示・販売

 10/5(土)
明石ミュージックフェスタ
〔明石能舞台コンサート実行
委員会〕

県内で活動するグループ・団体への無償貸し出し西芝生広場
（能舞台）

明石城まつり2019
〔兵庫県園芸・公園協会〕

明石能舞台コンサート
〔明石能舞台コンサート実行
委員会〕

●明石城雅楽フェス

明石公園で行われるステージあり
ブースありのお祭りイベント

西芝生広場他

時のウィーク2019
〔明石・時感動推進会議〕

西芝生広場他
毎年6月10日を含む1週間を「時のウィーク」行事として
明石公園などでイベントを開催

シンボルツリーの記念植
樹〔兵庫県公園緑地課〕 調整中

図書館周辺

雅楽公演、雅楽器ふれあい体験

中央園路他
明石市の“市の花”である菊花を楽しむことができる、
明石の秋を彩る伝統行事

防災フェスタ2019
〔(一社)明石青年会議所〕

地域防災公園である明石公園での体験型防災イベント東芝生広場他
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