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みやたん

みやたんと行く酒ミュージアム

みやたん
2021 年４月に西宮市の公認キャラクターになりました。宮水に誘われるように西宮へ舞い

降りた水色の妖精みやたん！そんな みやたん と今回は宮水から造られる西宮の特産物「日

本酒」の造り方や歴史を学びに、酒ミュージアムへ行ってきました。

嬉しい気持ちになるほどほっぺが真っ赤になるみやたん。「みんなで一緒に酒ミュージアム

へ行けるなんて嬉しいね！」とわくわくして喜んでいます。さあ、酒ミュージアムへレッツ

ゴー！みやたんプレゼント企画は 9 ページです。

みんなに僕からの
プレゼントがあるよ！

たくさん
応募してね！！
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ふくみみ福ちゃん

福ちゃんと行く西宮中央商店街

みんなにしあわせと笑顔を届けるために、神様の国からやってきたふくみみ福ちゃん。いつ
もニコニコえびす顔で、大きなふくみみには「福」がいっぱい詰まっています。

「戎参道（えびすさんどう）」とも呼ばれる西宮中央商店街。えびす様にちなんだ縁起のいい
ものとたくさん出合うことができます。商店街に住んでいる福ちゃんに、とっておきのオス
スメ店を案内してもらいました。
福ちゃんと一緒に西宮中央商店街ツアーにしゅっぱ～つ！

ふくみみ
  福ちゃん

おいらは
玉すだれが得意技！

踊りだって大好きさ！
またお祭りで

みんなに会えるのを
楽しみにしてるよ！
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酒ミュージアム

酒ミュージアム ( 白鹿記念酒造博物館 )
西宮鞍掛町 8-21
TEL：0798-33-0008

17 世紀頃の江戸時代からお酒のまちとして栄えてきた日本を代表する酒どころ西宮。お酒造り
の歴史や魅力を学ぶことができる酒ミュージアム。昔の酒蔵が博物館になっている館内は、趣
きたっぷりで当時の酒蔵や酒造りがどんな様子だったのか、その空気感を肌でまぢかに感じる
ことができる博物館です。

写真だけではなく映像や音声の資料も多く、
当時の様子を様々な観点から詳しく学ぶこ
とができます。

たくさん展示されている当時の酒造りの道具
は見るだけではなく、実際に触ることのでき
る道具もあります。（※令和 3 年 9 月現在休止中）

酒造りの様子 酒造りの道具

「日本酒とさくら」の博物館は
日本でココだけ！！

ココがスゴイ！



昔は、丹波から冬の間だけ
約 100 日間働きに来られて
いました。1 つの蔵で 18 人
程度働き、その長が杜氏です。

丹波杜氏

酒造りの道具の上げ下ろし
に使われます。大・小 様々
な桶の上げ下ろしに使用し
ていました。

あみだ車

酒造りに欠かせない水。良い
お酒を作る為の条件が揃った
奇跡の水「宮水」を汲み上げ
ることができていました。

元「宮水」の井戸

桶や樽を製造・修理する職
人さんも働いていました。

桶・樽つくり

蔵の中にある休憩や食事を
するお部屋。仕事終わりに
お酒を楽しむこともあった
ようです。

会所部屋

1000年の長寿を誇った白い鹿
がいるという縁起の良い中国
の言い伝えから、健康長寿の願
いを込めて名付けられました。

白鹿という名前

最高に楽しい
博物館だったよ！

お土産が買える白鹿クラ
シックスでは、大好きなスイ
ーツをたくさん買ったよ！
みんなも是非遊びに
行ってみてね！
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イイね！イイね！



西宮中央商店街西宮中央商店街

果物と野菜の万田里

酒美鶏 葛城

西宮神社

たこ焼き マン福

スタンド白鹿

イタリア酒場
  エビスバール

店長おすすめのおつ
まみ胡麻パチ 380 円
香り高いゴマだれと
新鮮なカンパチが絶
品です！

すっきり爽やか
な飲み口の酒サ
ワー（日本酒ソー
ダ割り）
公 式 Instagram
フォローでなん
と一杯目 89 円！

スタンド白鹿
西宮市馬場町 5-1
TEL:0798-31-2326

たこ焼き (9 個入り )
530 円
刻みレンコンがサ
クサクッと食感に
アクセントを加え
る大玉たこ焼きは、
ふわとろ生地で美
味 し い で す。他 に
も豊富なメニュー
が盛り沢山です。

たこ焼き マン福
西宮市馬場町 5-1
TEL:0798-77-4652

マルゲリータ
自家製チリオイルでいただく焼きたてピザがとっても美味しいです。ラン
チセットは、サラダ付で 1,030 円。

みんなの大学校

ふくみみ福ちゃんと行く
西宮中央商店街
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いつもは
マンダリさんにいるよ！

見にきてね！

南出口

イ タ リ ア 酒 場
エ ビ ス バ ー ル
西 宮 市 馬 場 町 6-1
TEL:0798-22-8070

マルゲリータ
自家製チリオイルでいただく焼きたてピザがとっても美味しいです。ラン
チセットは、サラダ付で 1,030 円。

新鮮な果物と野菜が
自慢の商店街の八百
屋さん。
旬な野菜と果物の詰
め合わせを毎月 10 日
に販売しています。
大変お得な十日市で
す。

果物と野菜の万
田里（マンダリ）
西宮市馬場町 6-6
TEL:0798-26-2400

薩摩知覧どりももの
炭火黒焼き 790 円
新鮮なお肉の歯応え
と口に広がる炭火の
香りが絶品です。

どちらのメニューも
テイクアウト可能。 葛城特性やみつきダ

レの手羽中唐揚げ（６
本）570 円
店員さんにも大人気
とご紹介いただいた
手羽中唐揚げは、甘
辛タレで何本でも食
べたくなります。

酒 美 鶏   葛 城
西宮市馬場町 6-1 2F
TEL:0798-33-1963

阪神西宮駅

ふくみみ福ちゃんと行く
西宮中央商店街
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ふくみみ福ちゃんは「幸福（しあわせ）」と「笑顔」をふりまく「福の神」
として、たくさんの方々に喜ばれています。人生の門出である結婚式
にお招きいただくことも多く、西宮神社会館をはじめ各地の結婚式へ

「福」をお届けに出向いています。また、結婚式だけではなく幼稚園や
保育園、福祉施設、自治体のイベ
ントなどにも積極的に参加してい
ます。小さなお子様からご年配の
方々まで、みなさまに「福」を届
ける活動に勢力的に取り組んでい
ます。
出演のご用命は随時承り中ですの
で、お気軽にお問い合わせ下さい。
招福・開運をもたらすとされてい
る、福のお面せんべいの販売もお
こなっておりますので、是非ご賞
味ください。
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まちの情報紹介

地域活動団体 あいの手

出演依頼 受付けてます

ひきこもりの支援をおこなっている団体です。
ひきこもり支援に限らず子育てや不登校に関す
る相談も受け付けております。お気軽にご相談
ください。
お電話もしくはメッセージにてお問い合わせく
ださい。
地域活動団体 あいの手
電話：090-1023-5214
Mail：handsoflove.0809@gmail.com

地域活動団体 あいの手

～活動内容～
有償ボランティア活動 まちのよろず屋

不登校等相談 ふわっと

ふわっと
子育てや不登校等の悩みを、一緒に考えさせて頂く居場所ですお一

人で抱え込まず、お子様の事、一緒に考えていきませんか？
他団体と連携をとりながら、ご相談＆支援に努めさせて
頂いていますので、ご安心下さい

ご相談内容は秘密厳守いたします
まずは、お気軽にお電話か、DM等でお問合せ下さい
市外の方でも大丈夫です

相談日：月、水、土（１０：００～１７：００）

場所：ご相談に応そじます（出張料不要）

費用： 無料

ユース相談支援員/不登校＆ひきこもり専門員 池辺 寿江

ご予約＆お問合せ
０９０-１０２３-５２１４
handsoflove.0809@gmail.com
com 池辺

●不登校居場所作り
家族交流会等も予定しています

小学生・中学生・高校生の皆さん
からの相談も待ってるよ！！

■■ ■■

●

●

（出張料不要）

（10:00～17：００）

ふくみみ福ちゃん出演に関するお問い合わせ
西宮市馬場町 6-6
果物と野菜の万田里
TEL：0798-26-2400
※福のお面せんべいは「果物と野菜の万田里」
でお買い求めいただけます。
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プレゼント

今回のプレゼントはみやたんのイ
ラスト入りボールペン！
みやたんのポケットに入っていた
ボールペンをいただきました！

ココに注目！！

応募方法
期間
１０月１日まで応募を受け付けております

方法
バーコードをスキャンし、必要事項を記入のうえご応募下さい

当選発表
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募者多数の場合は抽選となります

-応募フォーム -

- みやたんボールペン -

プレゼント - みやたんからの贈り物 -
フォー ユー

あなたのまち にしのみや 創刊記念

ココに
入っていました！
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掲載店紹介

THANKS
創刊準備号 取材協力店舗
創刊号  取材協力店舗

あなたのまち にしのみや 掲載店一覧

ゆるぼど Deli cafe はな 中華ひるね

BILLY'S CUP 
COFFEE&ROASTER 果物と野菜の万田里

スタンド白鹿 イタリア酒場 エビスバール酒美鶏 葛城

たこ焼き マン福

西宮市常磐町
1-32 2F

0798-27-0323

西宮市南越木岩町
8-18 2F
0798-31-3001

西宮市小松東町
3-9-18
0798-81-5259

西宮市馬場町6-6

0798-26-2400

西宮市馬場町5-1

0798-77-4652

西宮市本町8-12

0798-35-8752

西宮市馬場町6-1 
2F
0798-33-1963

西宮市馬場町5-1

0798-31-2326

西宮市馬場町6-1

0798-22-8070
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編集後記

みんなの大学校WEB版のお知らせ

お知らせ

「あなたのまち にしのみや」取材時のこぼればなしをメイン
に、みんなの大学校目線で切り取った西宮の情報を紹介する
コーナーです。
WEB ライティングに興味がある方の就労支援プログラムとし
ての役割も担っています。この取り組みは西宮流さんのご協
力があり実現に至りました。
情報紹介の記事は西宮流サイト内の「雑記帳」コーナーにて
連載中です。

NISHINOMIYA TYLE

みんなの大学校
-まなぶ、はたらく、あそぶ-

バーコードもしくは URL から掲載サイトにアクセスできます
https://nishinomiya-style.jp/blog/category/zakki/minnanodaigakkou

掲 載 サ イトは こちら から掲 載 サ イトは こちら から

地域のイベントや催し事その他紙面を通して発信して欲しいことがありましたら、ご連絡下
さいませ。情報発信のお役に立てればと考えております。

【連絡先】TEL：070-1743-3961　MAIL：kawabe@37col.net　担当 : 河辺（かわべ）

みんなの大学校では学生の取材にご協力して下さる店舗様を募集しております。取材にご協
力いただける店舗様がいらっしゃいましたら、是非お声がけいただければ幸いです。どうぞ
よろしくお願いいたします。

- 承り中 -

募集中

情報発信

あなたのまちにしのみやを手に取ってくださりありがとうございま
す。このタウン情報誌は、働きたいけれど障がい等が理由で困って
いる人をサポートする障害福祉施設みんなの大学校 西宮校が、就労
プログラムの一環として制作しています。
みんなの大学校では、学生さんたちと事業所の外に出て地域の方々
と触れ合う体験を大切にしています。学生さんたちの多くは「働くこと」「社会参加すること」に不

安を感じています。私たちはその不安に立ち向かうため、一緒に外に
飛び出し共に挑戦しているのです。このタウン情報誌は学生さんたち
の勇気と挑戦を受け止めてくださった西宮の地域の方々がいた証で
す。ご協力下さった皆様には心より感謝申し上げます。
みんなの大学校では、タウン誌制作やスパイスカレー販売、ボランティ

ア活動への参加を通して、このまちと繋がり一緒に成長していきたい
仲間を募集しています。1 人でも多くの方々と、この楽しい取り組み
を共にできることを願っています。あなたやあなたの近くにこの情報
が必要な方がいらしたら、どうぞタウン誌をお渡しください。そして、

「あなたにお会いできる日を楽しみにしています」とお伝えください。
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オープン情報

11:00- OPEN
9.3.Fri
週に 1回  金曜 営業の限定カレー

「みんなの大学校」マスコットの
                ボクが答えるね！

MINNANO CURRY
i(\6\2

>
yi(\6\2
>
y

みんなの大学校

精神疾患や障がい・難病・ひきこもり等でお悩みの方の、一般企業への就職をサポートしいる事業所だよ
みんなの大学校ってなに？

このタウン誌は就職に向けた取り組みの一つとして、みんなの大学校の学生さんが作ってるんだ

070-1743-3961 kawabe@37col.net  担当 : 河辺 ( かわべ )
学生さん募集中！お問い合わせはこちら！
右のバーコードをスキャンしてみてね！動画で雰囲気を確認できるよ
みんなの大学校の雰囲気が知りたいな！


