
第4回但馬まるごと感動市
11月15日（土）・16日（日）
コウノトリ但馬空港／豊岡市・日高町

但馬の食が大集合！但馬の食材を煮込んだ
「但馬まるごと千人鍋」、豪快に但馬牛一頭を
焼き上げる「但馬牛の丸焼き」などの名物料
理。但馬の新鮮な農林産物や魚貝類の販売。
ステージでは郷土芸能やビンゴゲーム大会、
海の幸の競り市などが行われます。他にもそ
ば打ち、餅つき、麦わら細工などの体験教室
やフリーマーケットなど盛りだくさんな内容
となっています。

（問）但馬まるごと感動市実行委員会
（但馬県民局商工労政課内）
T E L .0796-26-3686

第6回大石りくまつり
10月25日（土）・26日（日）
豊岡市内一円

討ち入りで有名な赤穂浪士・大石内蔵助の
妻りくは、豊岡藩の武士の長女として生まれま
した。豊岡と関係の深い大石りくを偲び、りく
女追悼法要・追悼お茶会（香林会館）・商店街
連合会うまいもの市やステージイベントなどが
行われます。一番の見どころは大石りくをはじ
めとする人々のパレード。華やかな時代絵巻
が繰り広げられ、見応えがあります。

（問）豊岡市役所内実行委員会事務局
T E L .0796-23-1111

但馬・食文化まつり2 0 0 3
10月18日（土）・19日（日）
和田山町中央文化公園
山城の郷「ふるさと館」／和田山町

但馬1市1 8町から海の幸・山
の幸をはじめとする自慢の食
材や加工品が大集合。但馬
の伝統料理やキャラクターシ
ョーなども開催。

（問）和田山町商工観光課
T E L .079-672-1307

11
NOV.

●フェスティバル
●カルチャー・ミュージック
●スポーツ・アウトドア

＊開催日など諸事情により変更される
場合があります

●ねっていずもう
10月13日（祝）
養父町奥米地水谷神社

（問）養父町企画商工課
TEL.079-664-0281

●秋まつり
1 0月1 4日（火）・1 5日（水）
城崎町城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●九鹿ざんざか踊り
10月中旬
八鹿町九鹿日枝神社

（問）八鹿町観光協会
TEL.079-662-7602

●2 0 0 3但東いろどりフェスタ
10月19日（日）
但東町出合但東町役場周辺

（問）但東町商工会
TEL.0796-56-0350

●第4回全日本かくれんぼ大会
1 0月1 9日（日）9：0 0～
参加料 大人1,500円
小人1,000円
温泉町湯村温泉街

（問）温泉町企画観光課
（全国かくれんぼ協会事務局）
TEL.0796-92-1131

●第14回氷ノ山・鉢伏山
紅葉登山大会
10月19日（日）
関宮町氷ノ山・鉢伏山
参加料800円
18日（土）は前夜祭
大人3,500円
子供3,000円

（問）関宮町商工観光課
TEL.079-667-3505

●あすなろトンネル貫通・
町制50周年記念ウオーキング
10月4日（土）10：00～
朝来町役場前広場集合

（問）朝来町企画振興課
TEL.079-677-1165

●豊岡秋まつり
10月11日（土）・12日（日）
豊岡市各地区

（問）豊岡市総務課
TEL.0796-23-1111

●竹田秋まつり
10月11日（土）・12日（日）
和田山町竹田地区一帯

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

●秋まつり
10月11日（土）・12日（日）
但東町内各地

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●秋まつり
10月12日（日）
10：00～16：00
出石町内町（大手前広場）

（問）出石町産業振興課
TEL.0796-52-3111

●秋まつり
10月12日（日）14：00～
生野小学校グラウンド

（問）生野町観光協会
TEL.079-679-2222

●第54回豊岡市美術展
10月31日（金）～
11月4日（火）
豊岡市総合体育館

（問）豊岡市教育委員会
TEL.0796-23-1111

●第5回みかた特産・味まつり
10月下旬もしくは
11月上旬11:00（予定）
美方町温泉保養館
おじろん前広場（予定）

（問）実行委員会
（美方町商工会内）
TEL.0796-97-2208

EVENTCALENDAR
10
OCT.

●宮神楽
10月19日（日）
和田山町宮石部神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

●魚ケ滝祭り
1 0月1 9日（日）10：0 0～
生野町魚ケ滝

（問）生野町観光協会
TEL.079-679-2222

●上山高原エコミュージアム
秋のエコフェスタ
1 0月2 5日（土）～2 6日（日）
温泉町上山高原

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

●ひだか福祉まつり
1 0月2 5日（土）～2 6日（日）
日高町文化体育館周辺

（問）日高町社会福祉協議会
TEL.0796-42-0100

●出石皿そば組合そば祭り
1 0月2 8日（火）10：0 0～
出石町保険福祉センター

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

●出石皿そば会新そば発表会
10月下旬
出石町観光協会前広場

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

●赤花そばまつり
11月3日（祝）
但東町赤花そばの郷

（問）赤花そばの郷
TEL.0796-56-0081

●天滝もみじ祭り
11月3日（祝）
10:00～15：00
大屋町天滝公園

（問）大屋町観光案内所
TEL.079-669-1104

●第9回かんなべカニ祭り
●第1 2回マロニエまつり

11月3日（祝）
日高町県立但馬ドーム

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

（問）日高町農林課
TEL.0796-42-1111

●祝解禁　一番カニ祭り
11月6日（木）お昼頃より
香住町柴山漁港

（問）マルコ山本商店
TEL.0796-36-0077

●阿瀬渓谷紅葉まつり
1 1月8日（土）～9日（日）
日高町阿瀬渓谷

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

●佐津カニ奉納まつり
11月9日（日）予定
香住町佐津地区公民館

（問）佐津観光協会
TEL.0796-38-0111

（問）会長宅
TEL.0796-38-0913

●第1 6回浜坂みなとカニ祭り
11月15日（土）
9：00～14：00予定
浜坂町浜坂漁港セリ市場

（問）浜坂町観光協会
TEL.0796-82-4580

●兵庫・神鍋高原
ツーデーマーチ
1 1月2日（日）～3日（祝）
日高町神鍋高原

（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

●産業まつり
11月3日（祝）
9:00～15:00
竹野町竹野小学校グラウンド

（問）竹野町商工会
TEL.0796-47-1771

●第33回出石お城まつり
11月3日（祝）
10:00～16:00
出石町内町（出石町街）

（問）出石町産業振興課
TEL.0796-52-3111
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●'03まごころフェスタ
in いずし
11月16日（日）10:00～
出石町大手前広場

（問）出石町産業振興課
TEL.0796-52-3111

●上山高原エコミュージアム
上山登山
11月16日（日）
温泉町上山高原

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

●理玖子慰霊祭
11月19日（水）
豊岡市香林会館（正福寺）

（問）豊岡理玖子会
TEL.0796-22-2484

●花と緑あふれる
但馬づくりフォーラム
11月21日（金）
9:00～17：00
豊岡市じばさんTAJAMA

（問）但馬県民局環境課
TEL.0796-26-3651●生野イルミネーションロード

12月上旬～1月初旬
生野町民会館周辺

（問）生野町まちづくり政策課
TEL.079-679-5810

●第21回かすみカニ場まつり
12月7日（日）
9：00～12：00
香住町香住漁港西港　

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

●第6回たけのカニカニ
カーニバル
12月14日（日）
竹野町竹野浜漁協周辺

（問）竹野町観光協会
TEL.0796-47-1080

●豊岡義士祭
12月14日（日）
豊岡市香林会館（正福寺）

（問）豊岡義士会
TEL.0796-22-3744

●カウントダウンもちつき大会
12月31日（水）
関宮町丹戸

（問）関宮町商工観光課
TEL.079-667-3505

12
DEC.

兎和野高原野外教育センター

あさご芸術の森美術館

●～秋の味覚を探して歩く～
自然観察会
10月4日（土）～5日（日）
定員30名

●きのこの観察会
10月4日（土）～5日（日）
定員50名

●植物観察会
10月18日（土）
定員20名

●秋の兎和野・瀞川平
山岳歩こう会
10月19日（日）
定員100名

●秋季親子キャンプ
11月8日（土）～9日（日）
定員50名

●シジュウカラのリフレッシュプラン
～軽スポーツとカニスキ～
11月8日（土）～9日（日）
40歳以上の方 定員30名

●ひとあし早いクリスマス
12月6日（土）～7日（日）
定員50名

（問）兎和野高原野外教育
センター（村岡町兎和野）

TEL.0796-94-0211

木の殿堂

●ハイビジョン手作りソフト
作成ボランティア育成講座
10月25日（土）・定員5名
11月8日（土）・22日（土）

●お椀展
1 1月1日（土）～1 2月1 4日（日）

●リース教室
1 1月8日（土）～9日（日）
参加料 6,500円程度
定員20名

●干支組み木教室
11月23日（日）
参加料1,000円 定員20名
10：00～　13：30～

●クリスマス組み木教室
12月7日（日）
参加料1,000円 定員20名
10：00～　13：30～

（問）県立木の殿堂
（村岡町和池）
T E L .0796-96-1388

●秋季 いきいきドーム杯
グラウンドゴルフ大会
10月21日（火）
2,500円/チーム

●渡辺うめ人形展
「あぜみちの詩」
11月中下旬

●花の寄せ植え講習会
11月30日（日）

●いきいきドーム杯
オープンテニス大会
12月7日（日）

（問）但馬全天候運動場
（八鹿町国木）
T E L . 0 7 9 - 6 6 3 - 2 0 2 1

但馬高原植物園～瀞川平～

●千年水まつり
10月5日（日）・11月2日（日）
千年水のプレゼント（先着100名様）

●草花と木の名前講習会
10月13日（祝）・26日（日）
11月 9日（日）
参加料500円（コーヒー付）

●紅葉まつりコンサート
お茶会

11月3日（祝）

（問）むらおか振興公社
（村岡町和池）

TEL.0796-96-1187但馬牧場公園

●どんぐりこま大会
10月5日（日）

●やぎ・ひつじレース

10月12日（日）

●但馬牛のブラッシング体験
10月26日（日）

●カウボーイゲーム大会
11月9日（日）

●ソーセージづくり教室
11月23日（日）
大人500円　子供375円

●リースづくり教室
11月30日（日）
250円+材料費

●ちょっと早めのクリスマス
12月7日（日）
１人500円

●スキー場開き
12月14日（日）

●X'masケーキづくり
12月23日（祝）
1,300円（追加1,000円）

●ふるさと餅つき体験
12月28日（日）
白餅3,000円

（問）県立但馬牧場公園
（温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

●第3回但馬子ども絵はがき展
1 0月2 2日（水）～1 1月9日（日）

●但馬生活創造講座
11月17日（月）

●社交ダンスの集い
11月24日（振休）

●歴史講演会
12月7日（日）

（問）県立但馬文教府
（豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407

但馬文教府

●出会いのあーと展2 0 0 3
9月28日（日）～
11月29日（土）

●山野草ときのこ観察会
10月4日（土）
10：30～
参加料 500円　定員50名

（問）県立但馬長寿の郷
（八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

但馬長寿の郷

●第36回日本女子
ソフトボールリーグ
第9節兵庫・但馬ドーム大会
10月3日（金）～5日（日）
前売券 一般 800円
中・高校生 500円
小学生以下 無料

●第57回兵庫県民体育大会
ゲートボール
10月15日（水）～16日（木）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.0794-36-3900

●但馬市町対抗駅伝競走大会
但馬小学生駅伝競走大会
10月26日（日）

●第5回全日本身体障害者
野球選手権大会
11月15日（土）～16日（日）

（問）日本身体障害者野球連盟
TEL.078-752-4100

●第5回但馬ドーム杯
シニア野球大会
11月29日（土）～30日（日）
12月7日（日）

●年末年始イベント
正月を但馬ドームで過ごそう
12月29日（月）～1月3日（土）

（問）県立但馬ドーム
（日高町名色）
T E L .0796-45-1900

円山川公苑

●第13回円山川公苑カップ
但馬少年サッカー大会
10月26日（日）・
11月8日（土）～9日（日）

●第3回企画展「五味太郎展」
11月1日（土）～1月12日（祝）

●スケートリンク
オープニングイベント
11月22日（土）

●第12回円山川公苑カップ
兵庫Jrアイスホッケー大会
12月13日（土）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

但馬全天候運動場

但馬ドーム

●各イベント、教室、体験などには参加費・
材料費などが必要な場合があります。また、
参加定員数が限られる場合がありますので、
電話でご確認ください。

●チャイルドアートキャンプ
10月4日（土）～5日（日）
5,000円

●ブラスフェスタ in あさご
10月5日（日）

●第2回あさご芸術の森大賞展
10月19日（日）～11月30日（日）

●芸術村とフリーマーケット
10月26日（日）

●アート2004 干支展
12月6日（土）～1月28日（水）

大人500円・高大生300円
小中学生200円

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来町多々良木）
TEL.079-670-4111

●第8回日高の自然俳句・
短歌祭
11月22日（土）
日高町センター

（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

●かに王国開国式
1 1月2 3日（日）11：0 0～
城崎町さとの湯イベント広場

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●社交ダンスのつどい
11月24日（振休）
12：15～16：00
日高町文化体育館

（問）但馬文教府
TEL.0796-22-4407

組み木でつくろう！



●平成15年度 但馬ふるさとづくり大学
交流人コース参加者募集

11月1日（土）～2日（日）
・テーマ 『但馬の自然探訪』

但馬中央山脈（蘇部岳・妙見）秋の紅葉トレッ

キングと植村直己を体験する
・募集対象　但馬地域外にお住まいの方
・募集人数　25人（最少催行人員15人）

・宿泊施設　奥神鍋「マスダハウス」
兵庫県城崎郡日高町山田516
TEL0 7 9 6 - 4 5 - 0 0 3 5

・参 加 費　18,800円
・参加申込　全但バス株式会社

兵庫県庁前営業所
TEL0 7 8 - 3 9 2 - 2 1 3 1
午前9：3 0～午後5：10（日・祝日同）

・交通機関　貸切バス運行
・現地説明　前田常雄氏

（兵庫県生物学会但馬支部長）他

・コース内容
●1 1月1日 全但バス県庁前営業所発～明

石～姫路～植村直己冒険館～
阿瀬渓谷紅葉探索～お宿奥
神鍋「マスダハウス」

●11月2日 お宿～神鍋高原から蘇部岳ま
での自然観察～妙見～八鹿～
姫路～明石～全但バス県庁前
営業所着

企画：（財）但馬ふるさとづくり協会

T E L . 0 7 9 6 - 2 4 - 2 2 4 7
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ひぼこホール

●ピアニスター HIROSHI
コンサート
10月5日（日）
19:00開演（全席指定）
一般 1 , 5 0 0円・学生1 , 0 0 0円・
桟敷席（ペア）2,400円

●日中合作皮影戯「西遊記」
11月6日（木）（全席指定）
午前の部 10：30～ 開演
午後の部 14：00～ 開演
一般1,000円・学生 500円・
親子（大人1・子供1）1,200円

●新・美空ひばり物語
11月14日（金）
19:00開演（全席指定）
A席3,000円・B席2,500円・
桟敷席（ペア）4,800円

●大阪府立淀川工業高等学校
グリークラブ演奏会
11月30日（日）
14:00開演（全席指定）
一般1,000円・学生 500円・
桟敷席（ペア）1,600円

＊各イベント全て当日券500円増

（問）出石町文化会館
（出石町水上）
TEL.0796-52-6222

●関西歌劇団 井上敏典
バリトンコンサート
1 0月2 6日（日）1 4 : 0 0開演
大人1,000円
子供 無料

●県民芸術劇場
「関西フィルハーモニー
管弦楽団」
1 1月3 0日（日）1 5 : 0 0開演
一般2,500円
高校生以下1,000円

（問）生野町民会館
（生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

生野町マインホール

●いっこく堂
ボイス・イリュージョンツアー
2003“人間VS人形”
10月26日（日）15:30開演
S席大人4,000円・子供2,000円
A席大人3,000円・子供1,500円

●フィンランド・オストロボス
ニア室内管弦楽団 演奏会
11月11日（火）18:30開演
大人4,500円・子供2,000円
ピアノ：梯 剛之

●第12回ジュピターホール
歌謡祭「予選会」入場無料
12月7日（日）12:00開演
参加料 1人（1組）3,500円

＊各イベント全て当日券300円増

（問）和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

養父町ビバホール

●ふれあいの祭典
11月23日（祝）14:00開演

●五つの赤い風船コンサート
12月20日（土）19:00開演
全席自由3,000円

（問）養父町公民館
（養父町広谷）
TEL.079-664-1141

温泉町夢ホール

ジュピターホール

豊岡市民会館

●映画 柳川堀割物語
10月19日（日）
開演1 4 : 0 0～19：0 0～
大人500円
高校生以下300円

●市民芸能祭
11月3日（祝）無料

●第1 5回兵庫のまつり～ふれあいの祭典～
ミュージック・グランプリ・
フェスティバル
1 1月2 2日（土）1 4 : 0 0開演

●第25回ふるさとの心を
うたう但馬合唱祭
1 1月2 3日（日）1 0 : 0 0開演

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野）
TEL.0796-23-0255

●町民文化祭
11月3日（祝）

●県民芸術劇場
和太鼓 松村組「星祭」
コンサート
1 1月2 2日（土）18：3 0開演
大人 2,000円・小中高1,000円

（問）朝来町中央公民館
（朝来町新井）
TEL.079-677-1165

●小林礫川企画展
10月10日（金）～13日（祝）
八鹿町民会館・高照寺

●岩崎宏美コンサート
1 0月1 1日（土）1 9 : 0 0開演
S席5,000円・A席4,000円

（問）八鹿町民会館
（八鹿町八鹿）
TEL.079-662-6141

八鹿町民会館
●嘉門達夫ライブ　　
「アンタの町にやって来た！」
～20th Anniversary

温泉町編～
11月29日（土）19:00開演
全席自由3,500円

（当日500円増）

（問）温泉町公民館
（温泉町湯）
TEL.0796-92-1870

●稲本耕一ファミリーコンサート
10月4日（土）19:00開演
大人1,500円・小中高 800円
親子ペア　2,000円

（問）おおやホール
（大屋町山路）
TEL.079-669-0488

おおやホール

募集 NEWS
●第9回「前田純孝賞」作品募集／浜坂町
・作品／短歌2首以内（1人につき）。題材は自由で

未発表作品。
・応募方法／4 0 0字詰原稿用紙を使用。新旧かな

づかいは自由。楷書で漢字にはフリガナをふり、右
半分に作品2首を書き、左半分に郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、「前田純孝賞」を何で知っ
たかを記入してください。

・応募料／1 , 0 0 0円（作品2首以内と同時に郵便局
の定額小為替で郵送してください）
＊中高校生は無料

・応募締切／平成15年11月30日（日）消印有効
（発表／平成16年2/14）
・表彰／（一般の部）／前田純孝賞1点・賞状と副賞
（賞金10万円）と楯ほか
（学生の部）／浜坂町ジュニア純孝賞3点、賞状
と副賞（図書券）ほか

（問）浜坂町教育委員会／TEL.0796-82-3111

●第13回上山霧ヶ滝
もみじマラソン
11月9日（日）

・温泉町青下～霧滝
・ランラン10分の1マラソン

・参加料一般 2，000円・中学生　
1，500円・小学生以下1，000円

・申込締切 10月22日（火）
（問）馬場正男

TEL.0796-93-0968

● 2003年 和田山オープン
駅伝競走大会
11月9日（日）

・和田山町農業者
トレーニングセンター

・小コース／4区間／6,360m
参加料小学生男女各1,000円

・中コース／4区間／8,140m
参加料2，000円～8,000円

・大コース／5区間／18,000m
参加料男子

2 , 5 0 0円～1 0 , 0 0 0円
＊開催日・料金など予定の為　

変更になる場合があります
（問）大会事務局

（和田山町教育委員会内）
TEL.079-672-1314

●第17回キューピット
マラソン大会
11月23日（祝）

・竹野町竹野公園周辺

・3km・5km・ジョギングコース
・参加料／500円（予定）

（問）竹野町B&G海洋センター
TEL.0796-47-1805

●但馬村岡ミニミニ駅伝
10月5日（日）
村岡町兎塚学びの里八幡山公園周辺

・参加料 一 般 5，000円

小中学生 3，000円
（問）村岡町教育委員会

TEL.0796-94-0321

●第1 1回ようか八木川
マラソン大会
10月13日（祝）八鹿町内

・ロードレース

参加料 一般 3，000円

小中高校生 1，000円
・ジョギング歩け歩け

参加料500円
・申込締切 9月5日（金）

（問）県立但馬全天候運動場
TEL.079-663-2021

●銀山湖ロードレース大会
10月19日（日）

・生野町魚ヶ滝荘周辺
・申込締切 9月12日（金）

・参加料
15km、5kmの部 3,000円

中高生 2,000円
2kmの部 1,000円

親子ペア2kmの部 1,500円
（問）大会事務局

（生野町教育委員会内）
TEL.079-679-5806

松葉ガニ11月6日解禁
冬の但馬はカニ！カニ！カニ！一色、各地で
さまざまなかにイベントも開催、おいしい季
節の到来です。（漁期:メスのセコガニは1月1 0

日・オスの松葉ガニは3月20日頃まで）

スキー＆ボード情報

あさご・ささゆりホール

Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
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但馬～大阪間片道運賃（通常期）平成15年9月1日現在

●普通運賃／大人10,000円・小児5,000円

●但馬四季彩ルート割引（35％割引）／大人6,500円

大人2名様以上でのご利用が必要

前日までに全員の予約をお済ませ下さい。予約変更不可

＊別途航空保険特別料金が必要です（お一人様一区間あたり300円）

●お問い合わせ先

但馬空港推進協議会
兵庫県豊岡市山王町11-28

TEL.0796-24-2247

●ご予約・ご案内

JAC但馬空港発着案内　　
TEL.0796-26-1515

JAS予約フリーダイヤル　

0120-5-11283
JAL予約フリーダイヤル　

0120-25-5971

大阪・東京へ行くなら

但馬へ来るなら

ポイントカード
キャンペーン

飛行機
早い・快適で決まり！

（ローカライザー）

計器着陸装置の設置で就航率

大幅アップ！

コウノトリ但馬空港
シンボルキャラクター

たじまる

但馬～大阪間

1日2往復35分
ＪＡＣ・ＪＡL但馬～大阪～東京乗継運賃

（通常期）平成15年9月1日現在

●普通運賃／大人28,500円・小児14,250円

●但馬ルート乗継割引（約35％割引）／大人18,550円

東京～大阪～但馬間を7日以内に利用することが必要

全区間の航空券を同時にご購入下さい。予約変更不可

＊別途航空保険特別料金が必要です（お一人様一区間あたり300円）

但馬～大阪～東京最短2時間

イ イ ツ バ サ

ニッコー コ ク ナ イ

10ポイント集めて
航空券（但馬～大阪間片道）

をゲットしよう！

実施
期間

引換
期間5月1日

平成15年

2月29日まで

平成16年

3月31日まで

平成16年

但馬～大阪路線1回搭乗で1ポイント

カードへのスタンプ、航空券のプレゼントはコウノトリ但馬空港のみで行います。

但馬ファンクラブにご入会いただくと但
馬アドベンチャーゲーム（T A G）に参加
することができます。但馬を巡ってクイ
ズに答えて、すてきな賞品をもらおう。
さらに！お得な特典がいっぱい。
まずは但馬ファンクラブに入会しよう！

●入会手続きは

入会専用申込書（郵便振替申込書）に必要な事
項をご記入の上、会費を添えて郵便局にお振

込ください。（手数料不要）

●会費／1年会員1,000円（1年間有効）
3年会員3,000円（3年間有効）

★3年会員入会特典
「城崎温泉外湯入浴券」（1回分）をもれなく進呈！

＊随時入会できます。

●問い合わせ・申込先／（財）但馬ふるさとづくり協会
〒6 6 8 - 0 0 4 4兵庫県豊岡市山王町11番28号

TEL.0796（24）2247  FAX.0796（24）1613
h t t p : / / w w w . t a j i m a . o r . j p / f a n /
t j m - f u r u s a t o 2 @ t a j i m a . o r . j p

本誌「Ｔ2」と但馬の新鮮情報を年4回お届けします。

但馬のレジャー・グルメなど
の観光スポット情報や割引協
賛施設の一覧表と割引券な
ど、お得な情報・特典がいっ
ぱい。とってもうれしいパ
スポート。
但馬内の有料公的施設や
城崎・湯村温泉など観光地
の宿泊施設、飲食店、土産物店、レジャ
ー施設などの割引をいたします。

T A Gたじま アドベンチャー ゲーム

問題↓↓↓
●豊岡市 生産量が全国第1位に輝く特産品は何

でしょうか？

●城崎町 四国8 8ケ所の石仏が置かれ、志賀直

哉が散歩したと言われる散策道があり、現在はロ

ープウェイで山頂まで行くことができる山の名前

は何でしょうか？

●竹野町 竹野浜の西側に細長く海面に突き出し、

その突端は兵庫県の最北端となる半島の名前は何

でしょうか？

●香住町 天平1 7年（西暦7 4 5年）に開かれた大

乗寺には、江戸時代の絵画の巨匠される円山○○

が描いたふすま絵が現在でも残っており、この寺

は別名○○寺と呼ばれ親しまれています。○にあ

てはまる漢字2文字をお答えください。

●日高町 ○○○○賞を受賞した世界を代表する

冒険家の植村直己さん。○に当てはまる漢字4字

をお答えください。

●村岡町 日本1 0 0景の一つでもある兎和野高原

は、4月下旬から5月いっぱいまでが見頃である

○○○○○○の自生地としても全国的に有名で

す。○に当てはまるカタカナ6文字をお答えくだ

さい。

●浜坂町 浜坂町内出身の孤高の天才登山家を顕

彰して建てられた加藤文太郎記念図書館は日本一

多くの山岳関係図書が所蔵されています。さて、

何千冊の山岳図書があるでしょうか？

●美方町 名物料理となっている○○○○料理は、

ぷりぷりとした食感が美味でカリウムやリン、ビ

タミンAを豊富に含んだ高級強壮料理です。○○

○○は、成長すると体長3 0センチ、重さ3キロ

にも達します。○に当てはまるひらがな4文字を

お答えください。

●温泉町 街の中心部にある元湯は、「荒湯」と呼

ばれる湯村温泉の源泉で摂氏○○度の高温の熱泉

が湧き出しています。○に当てはまる数字2文字

をお答えください。

「但馬ファンクラブ」に入会してチャレンジしよう！

豪華賞品をもらおう↓↓↓
●1等／ホテル宿泊券

湯村温泉　朝野家　 ペア1組様
●2等／但馬牛ステーキセット 3名様

●3等／但馬の特産品 9名様

出題問題の市町の特産品が当たります

よく読んでS T A R T↓↓↓
●但馬アドベンチャーゲーム（ＴＡＧ）に参加するには、

但馬ファンクラブ会員であることが必要です。

●左記の9問の問題の中から3問を選び、クイズに答え

てください。

●3問を一口として応募することによって、賞品を取得

する権利を一つ得られます。最高3口までご応募でき

ます。但し、一度答えた問題を重複して答えると無効

になりますので、ご注意ください。

●はがきに答えを書き込んで、住所・氏名・年齢・電話

番号・会員番号を記入の上、ご応募ください。

●3問すべて正解された方の中から抽選で、すてきな賞

品をプレゼントします。

●実施期間／平成15年9月上旬から11月上旬まで

●応募締切／平成15年11月10日（月）（当日消印有効）

● 応募ハガキの宛先

〒668－0044 兵庫県豊岡市山王町１１番２８号

（財）但馬ふるさとづくり協会「ＴＡＧ」係

出題MAP↓↓↓

但馬の情報を年4回
お届けします

但馬
ファンクラブ
に入会しよう！

お得で便利な
パスポート

た じ ま

特典

2

特典

3

特典

1

豪華賞品
が当たる！

コウノトリ
但馬空港

大阪
東京


