
　この度、町内の事業所並びに団体皆様のご協力により、「矢掛町
暮らしの便利帳」を発行できましたことに心から感謝を申し上げ
ます。
　本誌は、矢掛町では初めて官民協働で発行するもので、経費は事
業所や団体の皆様からの広告費用ですべてを賄い、公費の負担は
ございません。広告掲載にご協力いただきましたすべての事業所
並びに団体の皆様に、心からお礼を申し上げます。
　町民の皆様が日常生活に必要な各種手続きや防災などの行政情
報のほか、本町の歴史・観光・文化・特産品など魅力ある地域の情
報、さらに医療・福祉や商工関係など広く皆様に必要となる情報を
１冊にまとめた情報誌です。
　町民の皆様には、本誌を常にお手元に置かれ、有効にご活用いた
だきたいと存じます。
　これからも、「やさしさにあふれ　かいてきで　げんきなまち」
を目指し、住み良い環境づくりを推進して参りますので、ますます
のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　美しい山と川に恵まれた吉備のさと、わたくしたちの郷土矢掛は、山陽道の宿場町として栄えた歴史のまちです。
　わたくしたちは、文化と田園のまち矢掛の輝かしい躍進のために、郷土を愛し、力を合わせて、たゆまぬ前進を誓い
ましょう。

ごあいさつ

矢掛町民憲章

矢掛町長　山野通彦

1  自然を守り、住みよい環境をつくりましょう。
1  人間を大切にし、福祉のまちをつくりましょう。
1  教養を高め、文化の花を咲かせましょう。
1  勤労にはげみ、生気あふれるまちをつくりましょう。
1  秩序を重んじ、明るいまちをつくりましょう。

歴史かおる
文化の町
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人口・世帯数
　男　　7,110人
　女　　7,812人
総人口 14,922人
世帯数　5,350世帯

（平成27年4月1日現在）

（昭和39年5月1日制定）

作詞／ 丹古晴己
作曲／ 飯田譲

白壁本陣水見の櫓　　むかしと出逢う宿場町
往く人来る人ほほえみかわし　　つらなる家並みやすらぎくれる
春夏秋冬歴史をつづり　　今日もながれる小田川の
瀬音がささやく夢ゆたか　　ああ矢掛わが町こころのふる里

あの山この丘古代の薫り　　たずねる道に真備像
明日を望んだりりしい眸　　いまでもしずかに未来を語る
春夏秋冬浪漫をつむぐ　　めぐみあふれる自然には
いのちをゆらせる夢がわく　　ああ矢掛わが町こころのふる里

かいどうまつりを吉備公祭を　　たのしむうちにほたる狩り
備中かぐらに季節を知れば　　大名行列もうすぐ近い
春夏秋冬思い出つくる　　祭り絵巻きのいろどりは
いつの世までもの夢景色　　ああ矢掛わが町こころのふる里
ああ矢掛わが町こころのふる里

（昭和51年4月8日制定）
矢掛町マスコットキャラクター
作 者 ： 原田康平氏

やかっぴーだっぴー !!
やかげの町・人・食べ物ぜーんぶ大好きっぴー。
みんなで遊ぶのもぼっけぇ好きっぴー♡

ぼくを見つけたらどんどん声をかけてっぴー !!

サクラ アカマツ ウグイス

東　　西：12㎞
南　　北：15㎞
周　　囲：55㎞
町域面積：90.62㎢

　矢掛町は岡山県の南西部に位置し、北西に井原市、南に笠岡
市、浅口市と隣接し、東に倉敷市および総社市とそれぞれに接
して、高梁川の支流小田川の流域に開けた町です。町域面積は
90.62㎢で、岡山県の総面積の約1.2%にあたり、県下の市町
村中では19番目の広さです。
　小田川とその支流である美山川流域に開けた矢掛町は、標
高が15mから505mの比較的ゆるやかな丘陵に囲まれた盆
地をなしています。地質は、ほとんどが上部古生層に属し、
花崗岩地帯が大半を占めています。参勤交代の宿場町として
栄え、昔ながらの本陣・脇本陣も今なお旧姿をとどめる文化
と田園の町です。
　恵まれた自然環境の中で、地域の個性、特性を活かし、特
色のある魅力と活力にあふれた夢のある「やさしさにあふれ
かいてきで　げんきなまち」づくりを進めています。

　矢掛の「や」を図案化したも
ので、力強い団結のもとに将来
の発展をめざし躍動している
姿を表している。

※「やかっぴー」は、町合併60周年を記念して誕生した矢掛町
のマスコットキャラクターです。

　デザインと名前は公募で選ばれました。

プロフィール

町章

町花 町木 町鳥

地形と面積地形と面積

町のシンボル町のシンボル

矢掛夢唄町の歌町の歌

人口と世帯人口と世帯

美 川

矢 掛川 面

小 田

中 川
山 田

三 谷

三谷駅

小田駅

矢掛駅

たんじょうび 4月2日

おしゃれポイント ホタルの帽子

せいべつ おとこのこ
せいかく がんばりや

（だけど、おっちょこちょい）

ゆめ ・お空を飛べるようになること
・「ほーほけきょ」ときれいな声でなくこと。

矢掛町の

概要
まずは矢掛町の
おさらいを
するっぴ！

岡山県
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矢掛町役場役場
電話番号
一覧

住　　所 〒714-1297
岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地

総合案内 0866-82-1010
FAX番号 0866-82-1454

課 電話番号 係 有線番号 主な業務

総務企画課 82-1010

行政情報係 0513 議会の招集・議案、条例・規則、地縁法人、情報政策、情報
公開、個人情報保護、消防・防災

秘書広報室
0522

秘書、公聴、広報、陳情、ホームページ、行政番組
人事給与係 職員採用、人事、職員福利厚生、職員給与
財政管財係 0607 予算編成、入札、契約、町有財産管理、町民活動総合補償
企画係

0521
町政の重要政策の企画・総合調整、協働のまちづくり、統
計、結婚推進、国際交流、生活交通、開発・採土採石、土地
開発公社事務局地方創生係

町民課 82-1011

住民環境係 0551 自治組織、交通安全、防犯、環境美化、ゴミ・し尿
窓口係 0531 庁舎案内、戸籍・住民票、パスポート、火葬許可、印鑑登録

国保消費生活係 0571 国民健康保険資格・給付、後期高齢者医療制度資格・給付、
被保険者証の発行、国民年金、消費生活相談

住民税係
0561

町・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料

資産税係 固定資産税、軽自動車税
会計課（中国銀行派出所） 82-1012 会計係 0591 公金の出納

保健福祉課 82-1013

福祉推進係
0532

高齢者福祉、障がい者福祉、社会福祉
子育て支援室 子ども・子育て支援、児童手当、小児医療、保育園

介護保険係 0581 介護保険事業計画・運営、介護保険給付、介護保険第一号
被保険者資格管理

地域包括支援センター
（介護予防支援事業所） 0572 権利擁護、介護予防ケアマネジメント、高齢者実態把握、

地域ケア、地域支援事業の企画・運営

健康管理センター 9630 母子、生活習慣病、老人、精神保健事業、特定健診事業、予
防接種、献血、栄養改善、愛育委員会

建設課 82-1014

耕地係 0592 農林道、ほ場整備、ため池、治山治水事業、ダム管理

管理住宅係 0605 道路の占用・使用・通行止、アダプト事業、 建築確認、町営
住宅、都市計画

工務用地係 0582 道路・水路工事、用地取得・補償、地籍図
土地改良協会 0730 土地改良協会・土地改良区事務局

産業観光課 82-1016
商業観光係

－
観光振興、商業振興、賑わい創出、やかげ観光大使やかっぴー

地域振興係 交流定住、矢掛町ブランド、農商工連携、企業誘致

矢
掛
町
ガ
イ
ド

6



矢掛町役場役場
電話番号
一覧

住　　所 〒714-1297
岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地

総合案内 0866-82-1010
FAX番号 0866-82-1454

その他の公共施設

課 電話番号 係 有線番号 主な業務

産業観光課 82-1016 農林振興係 － 農業振興、林業振興、耕作放棄地対策、有害鳥獣対策、山村
振興、農業委員会

上下水道課 82-0173

上水道業務係
0570 水道料・下水道料の賦課徴収、水源保護、水洗化普及促進、

小型合併処理浄化槽整備下水道業務係
上水道工務係

4770 上水道・公共下水道・農業集落排水施設の維持管理・工事
施工・施設建設下水道工務係

議会事務局 82-1119 議会事務局 0601 議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局

教育課
（やかげ文化センター内） 82-2100

学校教育係 0621 教育委員会事務局、幼稚園・小学校・中学校の入園・入学等
援助、学校施設の整備・維持管理、教育相談、学校給食

生涯学習係 0780 社会教育、青少年健全育成、生涯学習事業、人権教育、公民
館、文化センター、文化財保護、文化振興

健康スポーツ係 － 健康スポーツ、スポーツ大会・イベント、総合運動公園、
B&G海洋センター

※「平日の午後5時15分から翌日午前8時30分まで」および「土・日・祝日・年末年始」は宿日直の対応となります。
※市外局番は（0866）です。

施設名 所在地 電話番号 有線番号
矢掛町
国民健康保険病院 矢掛町矢掛2695 82-1326 0651・

0661
たかつま荘 矢掛町矢掛2695-2 83-1500 0770
健康管理センター 矢掛町矢掛2977-1 82-3144 9630
やかげ文化センター 矢掛町矢掛2677-1 82-2100 0780
図書館 矢掛町矢掛2677-1 82-2100 0630
やかげ郷土美術館 矢掛町矢掛3118-1 82-2110 8850
矢掛町総合運動公園 矢掛町矢掛342 82-3311 －
B&G海洋センター 矢掛町西川面1307-3 83-1100 2620
水車の里フルーツトピア 矢掛町東三成3974-20 83-3423 7236
社会福祉協議会

（農村環境改善センター内） 矢掛町矢掛3016-1 82-0848 0480

青少年育成センター
（やかげ文化センター内） 矢掛町矢掛2677-1 82-2100 －

老人福祉センター 矢掛町矢掛3012-1 83-1170 0777
学校給食共同調理場 矢掛町東川面1336 82-1416 4710
子育て支援センター 矢掛町矢掛2543-1 82-3866 9622
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　旧山陽道の第18番の宿場町
として栄えた矢掛町には、本
陣、脇本陣をはじめとして、往
時の面影を残す街並みがあり
ます。また、この街並みには、平
成5年から平成19年にかけて
行った街並み景観整備事業で
改修した建物があり、矢掛町の
誇りの一つとなっています。
　矢掛町は、この街並みをさら
に活用するため、平成24年度
から平成26年度にかけて古民
家再生事業を行いました。

　やかげ町家交流館は古民家再生事業の第1弾と
して、平成26年2月22日にオープンしました。賑わ
い創出の拠点の一つとして、地域の皆さんや観光
客の皆さんが気軽に休め、集える施設として活用
されています。

　土産物の販売コーナーや町並みやイベントの情
報提供コーナーがあります。

やかげ町家交流館

特産品販売と情報コーナー

　軽食・飲み物を提供
しています。

やかげ茶屋

　会議やギャラリー
などで使用できる部
屋です。

貸室

　普段は休憩スペース、イベント時はイベントス
ペースとして使用されています。

谷山サロン

　「矢掛屋INN＆SUITES」
は、江戸および明治期の古民
家を改修したホテルで、伝統
とモダンが調和し、木の温も
りを感じる15室があります。
温泉や地元特産の柚子や薄
荷を活かしたお風呂で日頃
の疲れを癒やすも良し、地元
の食材を活かした食事を味
わうも良し、地元密着で癒し
の時を楽しめます。

矢掛屋 INN＆SUITES
レストラン・宴会・Restaurant&Bar

花鳥風月＜お食事処＞

大名通り

　矢掛屋は15室（本館6室、温浴別館9室）の宿泊室を備え、最大48人の宿泊が可能
です。ご利用人数に応じてお楽しみください。

※宿泊のお客様は入浴および岩盤浴がご利用いただけます※別途入湯税150円を頂きます
※4歳未満の幼児は無料です

客室・GuestRooms

　矢掛屋温浴別館には、炭酸カルシウム温泉があり、町民の皆さんにも楽しんでい
ただけるよう、日帰りでの入浴も可能です。

湯の華温泉・岩盤浴 Relaxation Spa 

風情あふれる宿

古民家
再生事業

古民家で

素敵なひとときを

過ごすっぴ！

所
問

矢掛町矢掛3050-1
☎0866-82-0111

宿泊料金 ※1室2名様以上での料金 ※税別
■平日／1泊2食付き（1名様料金）

日帰りご入浴料金 ※税込

所 矢掛町矢掛2639
問 ☎＆FAX 0866-63-4446

営 10:00～18:00
休 年中無休

営 ランチタイム　11:00～14:00　※LO 13:30
ディナータイム　17:00～22:00　※LO 21:30

営 湯の華温泉　6:00～9:00　11:00～23:00
※毎週月曜日はお風呂のメンテナンスのため9:00～15:00まで休ませていただきます
岩盤浴　　女性　11:00～17:00　　男性　17:00～21:00

BAR 胡＜バー＞
営 20:00～23:00

嵐山＜カフェ＆エステ＞
営 11:30～17:30　※LO 17:00

タベルナ44＜イタリアンレストラン＞
営 ランチタイム　11:30～14:00　※LO 13:30

ディナータイム　19:00～22:00　※LO 21:30

※LO＝ラストオーダー

●大　人
●小学生
●幼　児

8,800円から
6,000円
4,500円

■休日前／1泊2食付き（1名様料金）
●大　人
●小学生
●幼　児

12,800円から
  8,000円
  6,500円

　矢掛屋本館中庭には、蔵を利用した土産物コーナーがあります。

お 土 産

営 平日 10:00～18:00　土・日・祝 8:00～20:00
　　　　　　　　　　　※一部店舗を除く

■平日
●大　人
●小学生
●幼　児

500円
350円
300円

■休日前・休日
●大　人
●小学生
●幼　児

700円
500円
400円

岩盤浴ご入浴料金 ※岩盤浴は入浴料金と別途となります
■全日
●大　人　　 500円　　●小学生　　 350円　　●幼　児　　 300円
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　石井家は、江戸時代に矢掛宿の本陣職を代々務め、現在、その家屋は国の重
要文化財に指定されています。本陣は参勤交代で江戸と国元を行き来する大
名や公家、幕府役人の宿泊や休憩の場として利用されていました。
　時には、人間だけでなく将軍にお目見えする象も長崎から江戸への道中、立
ち寄った記録が残されています。現存する本陣の建物は江戸時代中期から後
期に建てられたもので、約1,000坪（約3,200㎡）の屋敷地に本陣施設として上
段の間を備えた御座敷、御成門などの迎客施設を整え、さらに家人の生活の場
や家業の酒造業を営むための主屋、内倉、酒倉、西倉など、合わせて十数棟が
建っており、これらは改変することなく今日に至っています。また、近年では
薩摩から徳川13代将軍家定に嫁ぐための道中、天璋院篤姫が矢掛本陣に宿泊
した記録が発見され、一躍話題となりました。

　吉備真備とは、奈良時代に活躍
した歴史上実在の人物で、中国の
唐に2度渡り、多くの学問や文化
を日本に伝えました。また、地方
出身の役人の子であったにもか
かわらず、右大臣にまでなった、
郷土の偉人です。

　福武家は戦国時代の武将で、毛利氏
の家臣であった対馬守元重を祖とす
る旧家です。福武家住宅は約1,400坪
（約4,500㎡）の敷地面積を誇り、江戸
時代の大庄屋屋敷の構えをよく残し
ていることから、主屋と長屋門が岡山
県の重要文化財に指定されています。

　脇本陣は本陣を補佐する役目を持ち、最後の脇本陣を務めた髙草家
は本陣から東に400mの所にあります。髙草家は、金融業で財をなし、
庭瀬藩の掛屋や小田郡大庄屋を務めた旧家で、「大髙草」と呼ばれまし
た。敷地は約600坪（約2,000㎡）で矢掛宿では本陣に次ぐ規模を誇り
ます。主屋をはじめ蔵座敷、内倉、大倉、中倉、門倉など９棟が国の重要
文化財に指定されています。白壁と張瓦のコントラストが美しく、備
中南部の建築様式を伝える貴重な建造物です。
　本陣・脇本陣がそれぞれに往時の姿を残し、ともに国の重要文化財
の指定を受けているのは全国でも矢掛町だけです。

吉備真備について

　大通寺は天平15（743）
年開基と伝わる曹洞宗の
古刹で、鎌倉時代に現在
地に移転建立されまし
た。書院北側に広がる池
泉観賞式庭園は、別名「石
寿園」とも呼ばれ、矢掛の
中西源兵衛が江戸時代後期に21年間という長い月日をかけ
て築いたものです。高峰山を借景にして、仏教思想に基づく
三尊須弥山石組を中心に多くの石組で構成されています。池
や滝の間に蓬莱石、座禅石、鶴石などが絶妙のバランスで配
され、躍動感に満ちており、庭全体にわたる変化に富んだ石
組は見る角度それぞれに趣があり、岡山県の名勝に指定され
ています。

矢掛町の誇
る

奈良時代の
偉人

だっぴ

矢掛町の

歴史・
文化

吉備真備公
ゆかりの地

歴史ロマンあふれる矢掛町の文化財

下道氏の墓域

旧矢掛本陣石井家

旧矢掛脇本陣髙草家

大通寺庭園

福武家住宅洞松寺

　郷土が生んだ古代史の英傑、吉備真備
公の遺徳を偲んで設けられ、平成19年に
「日本の歴史公園100選」（日本公園緑地
協会）に選定されました。広場の正面には
巨大な真備公の像が建立され、矢掛の町
を見守っています。また、真備公が中国か
ら囲碁を最初に伝えたのを記念した「囲
碁発祥の地」記念碑などもあります。

吉備真備公園

　下道氏の墳墓から発見された銅製骨蔵
器です。蓋には和銅元年（708年）の銘が
あります。吉備真備に関連した遺物とし
て全国でも非常に珍しく、また、火葬が始
まったばかりの奈良時代頃の埋葬方法を
知ることができる貴重なもので、国の重
要文化財に指定されています。

銅壺（吉備真備公祖母骨蔵器）

　洞松寺は横谷に所在する曹洞宗の禅寺
で、応永19（1412）年に猿掛城主庄氏の帰
依を受けた喜山性讃という名僧が再興し、
室町時代から江戸時代にかけて寺勢を極め
ました。江戸時代中期から順次整えられた
建物群は、禅宗寺院の典型的な伽藍配置の
様相を呈し、平成23年に国の登録有形文化
財になりました。

き  ざんしょうさん

　元禄12年（1699年）、矢掛町東三成の
丘陵地から、吉備真備の祖母の銅製骨蔵
器が発見され、この地が下道氏の墳墓で
あることが判明しました。その後、納骨
器、祭器、和同開珎なども発見されてい
ます。銅製骨蔵器が発見された丘陵は、
「下道氏の墓」として、大正12年に国指定
史跡となっています。

しもつみちし
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■公園入口
吉備真備銅像 石碁盤

■館址亭
吉備真備公館があったと伝え
られるのを記念した休憩所

■囲碁発祥の地記念碑
吉備真備が中国から最初に伝
えたのを記念

■古代の丘
吉備真備の逸話を8個の石造
オブジェに真鍮象嵌で表現

　郷土が生んだ古代史の英傑、吉備真
備公の遺徳を偲んで設けられました。
広場の正面には巨大な吉備公の像が建
立され、矢掛の町を見守っています。

吉備真備公園

　野球場、多目的グラウンド、テニス兼フットサル
コートなどスポーツ施設のほか、遊具を備えた広場
や芝すべりゲレンデなどの施設があります。

矢掛町総合運動公園矢掛町の

自然と
公園

ぜひ、
遊びに来てね♪

矢掛町の
歴史ロマンっぴ！

問
休
料

☎0866-83-1265
年中無休
全施設無料

古来より育まれてきた
矢掛の自然

「日本の歴史公園100選」に
選定されました

　日本公園緑地協会で都市計画法施行50周年記念事
業の一環として「日本の歴史公園100選」が実施さ
れ、吉備真備公園が100選の選定を受けました。
　古代・中世・近世・近代にわたる幅広い歴史的・文化
的資源を保存再生活用し、地域の活力を生み出して
いる優れた公園を選定し、豊かな国民生活の実現、個
性と魅力にあふれた美しい国土づくりの推進の一助
となるべく実施されたもので、全国で250か所の歴
史公園が選定されたものです。

■遊のおか
大型複合遊具、幼児
用遊具、噴水広場を
備えた天然芝の広場

■テニス兼フットサルコート（けやりコート）
テニスとフットサルの併用コート　
砂入り人工芝（オムニコート）、照明施設有
テニスコート（4面）、フットサルコート

（2面）

■芝すべりゲレンデ（やっこスライダー）
人工芝のゲレンデを専用ソリで滑る迫
力とスリルが親子で楽しめる施設（降
雪や雨天時は危険なため使用を禁止す
る場合があります。）

■多目的グラウンド（飛脚グラウンド）
サッカー、グラウンドゴルフ、陸上競技
など多目的の利用が可能な施設。
※全面LED照明のナイター設備有

「日本の歴史公園100選」に選定
されました

注目

　自然に囲まれて、素敵な
ふれあいが体験できる憩い
のスペースです。新鮮でお
いしい果物をその場で味わ
いながら、矢掛に伝わる郷
土芸能や伝承文化を体験で
きます。

水車の里フルーツトピア
　湖畔のキャンプ場として名高い
ここ「亀島キャンプ場」は、四季
折々の景色や野鳥のさえずりに包
まれ、美しい自然を心ゆくまで堪
能できます。場内には林間広場や
野外炊事場など、設備も充実して
います。
　キャンプ、デイキャンプが可能。
休憩所、野外炊事場、トイレ完備。
　ご利用の際は、事前に申請が必
要です。産業観光課にお問い合わ
せください。

亀島キャンプ場

所 矢掛町矢掛2806
問 産業観光課

☎0866-82-1016

所 矢掛町東三成3974-20
問 ☎0866-83-3423

所 矢掛町矢掛342 問 ☎0866-82-3311

体験
施設

矢掛町の
自然を

堪能する
っぴ！
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矢掛の四季を彩り、
受け継がれる伝統

矢掛の四季を彩り、
 受け継がれる伝統

　江戸時代、参勤交代で往来する諸大名の宿場町と
して繁栄した、山陽道の矢掛宿。毎年11月第2日曜
日、大名行列が再現されます。約80名で編成された、
往時の姿そのままの絢爛豪華な大名行列が、「下
にー、下にー」の声とともに街道を練り歩き、人々を
江戸時代へとタイムスリップさせてくれます。
　行列は公募で選ばれる「姫君役」と「奥方役」のほ
か、殿様、家老、奉行、奴、腰元など多彩な役で構成さ
れています。
　また、大名行列のほかにも矢掛町や近隣のスポー
ツ少年団などが参加する「飛脚駅伝大会」や「ふるさ
と物産市」、伝統芸能などのイベントも実施され、旧
宿場町一帯は終日にぎわいます。

矢掛の宿場まつり 大名行列

　毎年3月第4日曜日に開催され、
矢掛町に春を告げる催しとして親
しまれています。人力車に乗った
艶やかな女びなを先頭に華やかな
ひな行列が矢掛商店街を練り歩
き、雅な舞を披露。小田川河川敷で
来場者が願いを託した“流しびな”
を水面に浮かべます。

宿場町やかげ 流しびな 年 間 イ ベ ン ト

　7月下旬の矢掛夏まつりはたく
さんの出店があるほか、「矢掛の
宿場まつり大名行列」の姫君・奥
方コンテストなどが行われます。
8月の第１日曜日に開催される小
田夏まつりの見どころは花火大
会。色鮮やかな花火が夜空を彩り
ます。

　矢掛町では、毎年、町内各地の
秋祭りで盛んに演じられ、神事と
して奉納されます。また、子ども
たちが演じる「子供備中神楽」は、
矢掛町の催し物やまつりになく
てはならないものになっており、
備中神楽の伝統はしっかりと次
代へ受け継がれています。

備中神楽

　毎年6月上旬、宇内地区では宇
内ホタル観賞旬間が開催され、ホ
タルが乱舞する幻想的な光景を見
ようと、町内外から多くの人が訪
れます。観賞旬間中の土曜日には、
宇内ホタル公園で地元団体などに
よる出店や子供備中神楽などで大
いににぎわいます。

宇内ホタル観賞旬間

祭り・
イベント

矢掛町には
いろんな行事があるんだっぴ！

みんな素敵
だっぴ！

矢掛夏まつり・小田夏まつり
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　矢掛町では、毎年、町内各地の
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備中神楽

　毎年6月上旬、宇内地区では宇
内ホタル観賞旬間が開催され、ホ
タルが乱舞する幻想的な光景を見
ようと、町内外から多くの人が訪
れます。観賞旬間中の土曜日には、
宇内ホタル公園で地元団体などに
よる出店や子供備中神楽などで大
いににぎわいます。

宇内ホタル観賞旬間

祭り・
イベント

矢掛町には
いろんな行事があるんだっぴ！

みんな素敵
だっぴ！

矢掛夏まつり・小田夏まつり

開催月 開催時期 行事 連絡先

1
中旬 成人式 教育課

☎82-2100

下旬 消防団出初式 総務企画課
☎82-1010

2

第3
日曜日 本陣マラソン全国大会 B&G海洋センター

☎83-1100

下旬 梅まつり（観照寺） 観照寺
☎82-1049

3

第1
日曜日 大仙院祭礼（大仙院） 大仙院

☎82-0226

下旬 宿場町やかげ流しびな 産業観光課
☎82-1016

4

初旬 嵐山夜桜（嵐山） 産業観光課
☎82-1016

中旬
椿まつり（圀勝寺） 産業観光課

☎82-1016

海棠まつり（吉祥寺） 海棠まつり実行委員会
☎83-3255

5 5日 吉備公祭（吉備真備公園） 吉備保光会
☎82-2023

6 初旬 宇内ホタル観賞旬間
（宇内ホタル公園）

産業観光課
☎82-1016

7 下旬

矢掛夏まつり
（矢掛商店街）

備中西商工会
☎82-0559

やかげ夏の行灯まつり
（矢掛商店街）

やかげ町家交流館
☎63-4446

8

第１
日曜日

小田夏まつり・花火大会
（小田商店街・河川敷）

備中西商工会
☎82-0559

上旬 やかげ小唄おどり
（矢掛商店街）

やかげ町家交流館
☎63-4446

9 － フルーツ狩り（ブドウ・梨） 水車の里フルーツトピア
☎83-3423

10 －

秋祭り（町内各地） －
備中神楽（町内各地）

敬老会 保健福祉課
☎82-1013

11

第2
日曜日

矢掛の宿場まつり大名行列
（矢掛商店街）

備中西商工会
☎82-0559
産業観光課
☎82-1016

下旬 自然薯まつり 産業観光課
☎82-1016

12
第4
日曜日 干柿まつり 山ノ上干柿組合

☎82-2828
31日 吉備大臣宮年越祭・元旦祭

（吉備真備公園）
吉備保光会
☎82-20231 1日

矢
掛
町
ガ
イ
ド
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矢掛テンペ

土井農園

矢掛テンペコロッケ

矢掛町ブランド認定品
　温暖な気候と豊かな自然の中で育った農産物や、その魅力的な素材を活用した加
工品、伝統に培われた工芸品など、矢掛町には恵まれた環境と風土の中で育まれた
「ここにしかない逸品」がたくさんあります。
　「矢掛町ブランド」はそんな逸品を町が認定し、多くの人に知ってもらうとともに、
新たな逸品を発掘・育成する事業です。平成21年度にスタートし、26年度末で46品
目が認定されています。それでは、矢掛町の素晴らしい逸品をご紹介しましょう。

巻柿
農事組合法人山ノ上干柿組合 池田製麺所

佐藤玉雲堂

矢掛放送株式会社

ローザンヌ株式会社

水車の里農園

ぼっこう堂 渡辺製麺所 三宅農園 手打ちうどん　庵 ～ｉｏＲｉ～

ＪＡ倉敷かさや矢掛営農センター

ほし柿餅

山ノ上のほし柿

純生はちみつ
ロールケーキ

矢掛の蜂宝菓
（純生はちみつケーキ）

ようほうか

矢掛宿場梨
（愛宕梨）

矢掛のエメラルド
（ロザリオ・ビアンコ）

矢掛本陣梨
（新高梨）

篤ひめ・矢影
（冷麦）

宿場町矢掛
（手焼きせんべい）

晴れの国　ちゃちゃめん

思い出ブドウ
（ヒロハンブルグ）

手延べそうめん
やかげの舞

花柚子

彩

らんざん
手延べ冷し中華
やかげ嵐山

アスパラガス

リーキネギ しんびみどり
真美緑のお茶（ハッカ茶）

しんびみどり

はっか真美緑
せんべい

矢掛本陣にんにく

大名せんべい

水車の里手作りジャム

中西菓子舗
柚べし

矢掛町自然薯生産組合
自然薯

石井醤油店
赤井・（醤油）

田尻盛果園

髙常製麩所

やかげのかほり（苺 章姫）

守屋嘉夫

備中神楽面
（手彫）

奴うどん

最上干柿入
ゆずごのみ（農産加工品）

みっちゃむ
未知夢（ハッカ飴）

干柿の里
ドレッシング

ゆべし柿子

新・吉備の雪

吉備の雪・小夜千鳥

もち麩　健康麩　御焼麩

棒麩

目印は
このマーク！

水車の里フルーツトピア

みっちゃむ
未知夢希少糖入り

（ハッカ飴）

特産品
矢掛町
ブランド

矢掛黒にんにく
（くんせいにんにく）

矢
掛
町
ガ
イ
ド
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引っ越ししてきた日から
14日以内に届出

転入届P25
引っ越ししてきたら

引っ越す日の
約14日前から届出

転出届P25
町外へ引っ越ししていくとき

引っ越しした日から
14日以内に届出

転居届P25
町内で住まいが変わったら

生まれた日から
14日以内に届出

出生届P24・31
赤ちゃんが生まれたら

受理した日から効力
婚姻届P24
結婚したら

死亡の事実を知った日から
7日以内に届出

死亡届P24
家族が亡くなったら

●出生届…P24・31
●母子健康手帳…P30
●妊婦・乳児一般健康診査
　…P30
●国民健康保険…P38

●小学校…P35
●中学校…P35
●就学
　援助制度など…P35
●放課後児童クラブ
　…P35
●教育相談…P53

●税金…P36
●国民健康保険…P38
●国民年金…P41
●住民健診…P42

●小児医療費の助成…P32
●子育て支援センター
　…P33
●予防接種…P34
●保育園…P34
●幼稚園…P35

●後期高齢者
　医療制度…P40
●国民年金…P41
●介護保険制度…P44
●高齢者福祉…P49

●国民健康保険…P38
●国民年金…P41
●選挙…P55

●婚姻届…P24
●住民登録…P25

戸籍の届出・各種登録は、

役場
届け出てください

へ

知りたい時に
すぐに見つかるっぴ ！

誕 生

生 活

育 児 教 育 成 人 結 婚 老 後

ライフ
サイクル
INDEX

引っ越しに関する届出

●ごみ…P50
●上水道…P51
●下水道…P52
●公共施設…P56

印鑑登録P27

●防災…P22

緊急時
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