
第13回とよおか津居山港
かにまつり
2月22日（日）
豊岡市津居山港・小島岸壁

「津居山かに」のブランド名で知られる高級松
葉ガニの水揚げ港で開催されるイベント。素人
新鮮うまいもの競り市や先着8 0 0名様にかに雑
炊の無料サービス、先着1 8 0名様に円山川の屋
形舟の体験乗船、ズラリとおいしいものが並ぶ

屋台、餅まき、大
抽選会などが行
わ れ 、多くの
人々で賑わいま
す。旬の松葉ガ
ニを味わおう！

（問）豊岡市役所内実行委員会事務局
T E L .0796-23-1111

百手の儀式
1月28日（水）
香住町余部平内神社

壇ノ浦の戦いに敗れ
た平家の残党、門脇宰
相教盛を筆頭に７人が
流れ着いたと言い伝え
られている香住町御崎。
平家の紋である蝶を染
め抜いたのぼり旗を持
ち、急な坂道を登って
平内神社へと進みます。
神社では、村の若者た
ちが的をめがけて1 0 1本の矢を射ます。また、
甘酒の無料サービスなども行われます。

（問）香住町観光協会
T E L .0796-36-1234

ハチ高原新春花火大
会

1月2日（金）
関宮町ハチ高原スキー場

新しい年を祝って、夜空を飾る6 0 0
発の花火が気分を盛り上げます。ゲ
レンデから見る花火はまた格別の良
さ。白銀を照らす花火をお楽しみく
ださい。午後7時30分～8時

（問）関宮町観光協会
T E L .079-667-3113

2
FEB.

3
MAR.

●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

●大わらじ奉納
1月12日（祝）
日高町田ノ口

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

●まいそうまつり
1月14日（水）
大屋町宮本御井神社

（問）大屋町教育委員会
TEL.079-669-0120

●氷ノ山国際
スノーフェスティバル
1月1 7日（土）・1 8日（日）
関宮町氷ノ山国際スキー場

（問）関宮町商工観光課
TEL.079-667-3505

●第22回全日本
スノーボード選手権
西日本大会
1月2 4日（土）～2 5日（日）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●かに雑炊・たる酒サービス
1月2 5日（日）10：0 0～
城崎町JR城崎駅前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●じゃんけんぽん大会
1月26日（月）11：00～
城崎町JR城崎駅前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●さのう高原たこあげ大会
1月3日（土）
朝来町さのう高原

（問）スカイビラさのう
TEL.079-677-1855

●別宮のお綱打ち
1月9日（金）
関宮町別宮

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●村岡十日ゑびす祭り
1月9日（金）・10日（土）
村岡町村岡黒野神社

（問）村岡町商工会
TEL.0796-94-0706

●宵田十日えびす
1月10日（土）
日高町宵田

（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

●十日えびす
1月10日（土）
和田山町二宮神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

●大数珠による節分念仏講
2月3日（火）
朝来町鷲原寺

（問）朝来町企画商工課
TEL.079-677-1165

●スノーボードチャレンジ
カップ
2月7日（土）
日高町奥神鍋スキー場

（問）奥神鍋
TEL.0796-45-0510

●八木西宮えびす祭り
2月11日（祝）
八鹿町上八木西宮神社

（問）八鹿町企画商工課
TEL.079-662-7602

●お茗荷祭り
2月11日（祝）
温泉町竹田面沼神社

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

●美方高原雪まつり in
ミカタスノーパーク
2月15日（日）
美方町ミカタスノーパーク

（問）ミカタスノーパーク
TEL.0796-97-2297

●スナップ in きのさき
2月16日（月）10：30～
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

●アップかんなべ・岩倉
ゲレンデスキーまつり
2月23日（月）
日高町アップかんなべ
スキー場

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

EVENTCALENDAR
1
JAN.

奥神鍋スキー場感謝祭

●但馬天満宮学業成就
合格祈願祭
2月1日（日）
但東町奥矢根但馬天満宮

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●円山川くだり雪見舟
2月1日（日）
豊岡市円山川

（問）豊岡市観光協会
TEL.0796-23-1111

●第22回全日本
スノーボード選手権
西日本大会
2月2日（月）～8日（日）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●浜坂みなと日曜朝市
3月上旬の日曜日（予定）
浜坂町浜坂漁港

（問）浜坂町産業観光課
TEL.0796-82-3111

●名色スキー場まつり
3月1日（月）
日高町名色スキー場

●万場スキーまつり
3月1日（月）
日高町万場スキー場

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

●奥神鍋スキー場感謝祭
●兵庫県知事杯争奪奥神鍋

ジャイアントスラローム大会
3月1日（月）
日高町奥神鍋スキー場

（問）奥神鍋
TEL.0796-45-0510

●神鍋ジャイアント
スラローム大会
1月31日（土）
日高町万場スキー場

（問）（株）万場
TEL.0796-45-0191
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●2004鉢伏雪まつり
3月6日（土）～8日（月）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●スノーボードチャレンジ
カップ
3月6日（土）
日高町奥神鍋スキー場

（問）奥神鍋
TEL.0796-45-0510

●かすみカニ感謝祭
3月7日（日）
香住町柴山港

（問）柴山港漁業協同組合
TEL.0796-37-0301

●ふる里美方冬祭り
WITH雪だるまコンテスト
3月7日（日）
美方町ニューおじろスキー場

（問）美方町観光事業協同組合
TEL.0796-97-2717

●但馬ビーフ食べよう会
3月12日（金）～14日（日）
温泉町湯薬師堂前

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

●スナップ in きのさき
3月16日（火）10：30～
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

●百々手祭
3月20日（祝）
和田山町久留引熊野神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

●たる酒のふるまい
かにの逆さオークション
3月21日（日）
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

●地ビールの無料サービス
3月28日（日）
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

●第17回全関西学生
スキー技術選手権大会
3月2 2日（月）・2 3日（火）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

兎和野高原野外教育センター

あさご芸術の森美術館

●中高年スキー教室 1
～短期で上達したい人の

ために～
1月1 2日（祝）～1 6日（金）
4 0歳以上の方・定員3 0名

●雪に親しむ
親子ふれあいスキー教室
1月17日（土）・18日（日）
小・中・高生と保護者
定員50名

●中高年スキー教室 2
～短期で上達したい人の

ために～
1月1 9日（月）～2 3日（金）
4 0歳以上の方・定員3 0名

●雪に親しむ
親子白くまスキー教室
1月24日（土）・25日（日）
小・中・高生と保護者
定員100名

●冬のうわの雪中キャンプ
2月7日（土）・8日（日）
定員50名

●雪に親しむ
親子ペンギンスキー教室
2月14日（土）・15日（日）
小・中・高生と保護者
定員70名

●雪に親しむ
親子うさぎスキー教室
2月21日（土）・22日（日）
小・中・高生と保護者
定員100名

●中高年スキー教室 3
～短期で上達したい人の

ために～
2月29日（日）～3月4日（木）
4 0歳以上の方・定員3 0名

●歩くスキーツアー
3月6日（土）・7日（日）
小・中・高生と保護者
定員30名

●残雪を歩こう
親子春山ハイキング
3月20日（祝）・21日（日）
小・中・高生と保護者
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

●ひな人形組み木教室
2月29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

●第9回いきいきドーム
カップフットサル大会
2月2 8日（土）・2 9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

但馬牧場公園

●正月の遊び体験
1月1日（祝）～14日（水）
10：00～16：00

●焼き餅試食体験
1月4日（日）
11：00～12：00
定員100名

●但馬のおぞうに試食体験

1月11日（日）
11：00～12：00
定員100名

●スキー教室
1月17日（土）
1/10申込締切
2月17日（土）
1/31申込締切
2月14日（土）
2/7申込締切
11：00～12：00
定員20名
参加費2 , 0 0 0円（リフト代含）

●第9回雪像コンテスト
1月24日（土）
9：30～12：00
定員15組
1/18参加締切

●第9回雪上運動会
2月1日（日）
10：00～12：00
定員200名
1/25参加締切

●'04牧場公園雪まつり
2月22日（日）
11：00～15：00

●畜産講習会
2月23日（月）
10：00～12：00
定員50名
2/13申込締切

●ソーセージ作り教室
3月7日（日）
10：00～12：00
定員30名
2/29申込締切
大人5 0 0円・子供3 7 5円

●木工教室
3月21日（日）
10：00～12：00
定員30名・小学生以上
3/14申込締切

（問）県立但馬牧場公園
（温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

●シルバーダンスのつどい
3月14日（日）
13：00～16：00
1人300円
豊岡総合体育館

（問）県立但馬文教府
（豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407

但馬文教府

●新春七草粥と
ぜんざいの試食
1月10日（土）12：00～

●豆腐づくりと
みそづくり体験（選択）
2月2 1日（土）13：3 0～
参加料 500円

●きのこづくり教室
3月1 4日（日）13：3 0～
参加料 800円

（問）県立但馬長寿の郷
（八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

但馬長寿の郷

●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）

●テニスクリニック
1月17日（土）・18日（日）

●ソフトボールクリニック
2月14日（土）・15日（日）

●フレンドリーカップ
ソフトボール大会
3月26日（金）～29日（月）

（問）日高高校木山先生
TEL.0796-42-1133

●第2回高等学校男子
ソフトボール但馬研究会
3月30日（火）・31日（水）

（問）日高高校木山先生
TEL.0796-42-1133

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

円山川公苑

●五味太郎展
～絵本ワンダーランド～
1 1月1日（土）～1月1 2日（祝）
大人350円
小・中学生150円

●スケートリンク
レディースday
12月28日（日）
1月17日（土）
2月22日（日）
10：00～19：00
高校生以上の女性は
滑走料無料

（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。

●アート2004 干支展
12月6日（土）～1月27日（火）

●花の絵画展全国公募展
1月31日（土）

●やなせたかしと
アンパンマン展
3月6日（土）～5月中旬

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

●初午大祭
3月1 9日（金）～2 1日（日）
出石町内

（問）出石町商工会
TEL.0796-52-2113

但馬牧場公園スキー場

初午大祭



●城崎温泉・柳湯2月1日リニューアルオープン
中国の名勝西湖から移植した柳の木の下から湧き出した湯として伝えら

れています。また、子授けの湯ともいわれる柳湯。建物は約3 0年ぶりのリニ
ューアル。平成16年2月1日オープン予定です。

純和風の外観に、建物の表側と裏側に設けられた無料の足湯につなが
る設計となっています。内観は大正ロマンの雰囲気が漂う昔をイメージした
木の浴室で、中2階には、開湯・閉湯を知らせる太鼓台が設置されています。

・施設数／男女　内風呂　各1 足湯2
・定休日／毎週金曜日
・営業時間／15：00～23：00（最終受付 22：40）
・料　金／大人 500円　小人 250円

タオル 150円　かみそり 30円

（問）柳湯／TEL.0796-32-2097
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●加藤登紀子コンサート
1月17日（土）
18:30開演（全席指定）
大人5,000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

●第12回ジュピターホール
歌謡祭決勝大会
1月18日（日）
14:30開演（全席指定）
入場料 800円

●劇団空中サーカス第7回公演
「キャラバン」（小ホール）
1月25日（日）
13:00・17：00開演（2回公演）
入場料 1,400円

（問）0796-42-4919 中山

●ふれあいタウンコンサート
2月11日（祝）14:00開演
入場無料（要整理券）

●TAJIMAクラシックパークVol.3
～心温まる音楽交流の和が
豊かに生きづく但馬をめざして～
出演/礒 絵里子（Vn）・長谷部一郎

（Vc）・高橋多佳子（Pf）
3月14日（日）
15:00開演（全席自由）
大人 1,000円
小中高校生 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

温泉町夢ホール

ジュピターホール

豊岡市民会館

●TAJIMAクラシックパーク
高橋多佳子ピアノコンサート
2月29日（日）14:00開演
大人1,000円
高校生以下500円

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野）
TEL.0796-23-0255

●ひょうごインビテーショナル
「カーチス音楽院室内

管弦楽団」公演会
3月7日（日）
大人 2,000円
小中学生 1,000円

（問）八鹿町民会館
（八鹿町八鹿）
TEL.079-662-6141

八鹿町民会館

●歌声広場予選
2月29日（日）

●歌声広場決勝
3月7日（日）

（問）温泉町公民館
（温泉町湯）
TEL.0796-92-1870

●カラオケのど自慢大会
1月25日（日）13:30開演
入場料無料

（問）おおやホール
（大屋町山路）
TEL.079-669-0488

おおやホール

NEWS
●出石川防災センター・いずし古代学習館オープン

大雨や地震が起こったとき、家屋に被害を受けた人や被害を受けそうな
人の避難場所になり、また、洪水が発生したときには、防災活動を行う場所
に使用される出石川防災センターがオープンしました。

ふだんは、一般に開放され、円山川の水害の歴史や生き物、郷土の偉人
である沖野忠雄博士や赤木正雄博士を紹介した展示コーナーなどを見学
できます。水害が起こったときにどうすればいいのか、楽しく学べるゲーム
などもあります。

また、古代から中世にいたる出石町の歴史を展示した古代展示室や見
て、さわって、楽しみながら、古代人のくらしが体験できるコーナーもあり、
昔話ビデオの鑑賞や読書も楽しめます。

・休館日／毎週木曜日（木曜日が祝日にあたるときはその翌日）

12月28日～1月4日　
・開館時間／9：00～17：00（入館は 16：30まで）
・料　金／無料
・兵庫県出石郡出石町袴狭380-1

（問）出石川防災センター・いずし古代学習館／TEL.0796-52-7100

●新春五社めぐり
・1月2日（金）
・関宮町中央公民館～町内五社

をめぐるコース・3 kmジョギ
ングコース・ウォーキングコ
ース

・参加料無料
（問）関宮町中央公民館
TEL.079-667-3266

●第23回兵庫・山東
ロードレース大会
～町制50周年記念大会～

・3月21日（日）
・山東町 梁瀬中学校周辺
・ジョギング（3 km）・ロードレー

ス（5 k m . 1 0 km）・ハーフマラ
ソン

・参加料／大人3,000円
15～19歳2,000円
小中学生500円

・申込み締切／2月上旬
＊参加対象／小学3年生以上（但

し、ロードレースは小学生以下、
ハーフマラソンは中学生以下は
不可）

＊内容については予定、後日正式決定

（問）大会実行委員会事務局
（山東町中央公民館内）
TEL.079-670-7300

●第19回兵庫・豊岡
円山川マラソン大会

・3月21日（日）
・ハーフマラソン／3,000円
・一般10kmの部／2,000円
・中学生3kmの部／無料
・ファミリージョギング（3km）

満5歳以上／無料
・申込み締切／2月上旬
＊内容については予定、後日正式決定
（問）豊岡市教育委員会
大会事務局
TEL.0796-23-1111

●元旦走ろう会
・1月1日（祝）
・豊岡市豊岡小学校～日吉神社

～神武山～豊岡小学校
・約2Km・当日直接集合場所へ
（問）豊岡市教育委員会
TEL.0796-23-1111

●第2 5回元旦五社めぐり
走ろう会

・1月1日（祝）
・八鹿町民会館周辺
・4km／参加料無料
・参加賞.高齢者賞（上位3名）.
ファミリー賞（5人以上の家族
で参加.先着5組）あり

・申込み締切／当日受付にて
（問）八鹿町但馬全天候運動場
TEL.079-663-2021

●第32回和田山町
新春マラソン大会

・1月1日（祝）
・和田山町役場周辺
・1.4km・2km・4kmコース
・参加料／高校生以上500円

小中学生300円（保険料含）
・申込み締切／12月中旬
（問）和田山町教育委員会
TEL.079-672-1314

●元旦マラソン
・1月1日（祝）
・山東町健康の道

山東町中央公民館～柿坪
往復3km

・参加料／無料
・当日直接集合場所へ
・参加者全員に粗品進呈
（問）山東町中央公民館
TEL.079-670-7300

ふれあいタウンコンサート
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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
●出石町 国土開発の神様として出石神社に祀ら

れている「天日槍」は何と読むでしょうか？

●但東町 日本・○○○○民族博物館は、○○○
○に関する資料を集めた日本最大規模の博物館。
○に当てはまる国名を答えてください。

●八鹿町 昭和5 8年に箕谷
みいだに

2号古墳から「戊辰
ぼ し ん

年
( 6 0 8年)」と書かれた太刀が出土し、その太刀は
国指定文化財となっています。現在、古墳周辺に
は史跡公園、スポーツ施設、天文台などが整備さ
れ、○○○が丘公園と呼ばれています。○に当て
はまるひらがな3文字をお答えください。

●養父町 養父町のシンボルとなっている○○は、
カナダのモントリオール博や日本万国博に出展さ
れたこともある。○に当てはまる漢字２文字をお
答えください。

●大屋町 加保坂
か ぼ さ か

峠に自生し、その自生地は日本
の最南西限に位置し、県指定天然記念物にもなっ
ている植物の名前は何でしょうか？

●関宮町 大正1 1年１月４日に関宮町に生まれ、
忍法帖シリーズや今年４月に全国放映し、話題を
呼んだ「魔界転生」の原作者として有名な人物の
名前をお答えください。

●生野町 銀山湖上流にあるこの滝は、ふたすじ
に流れ落ちる滝にはさまれた岩が魚の滝登りをし
ているように見えることから名づけられました。
この滝の名前は何でしょうか？

● 和田山町 竹田城跡のふもとにある約6 0 0ｍ
におよぶ通称「寺町通り」には、何軒のお寺があ
るでしょうか？

●山東町 平成1 2年のオープンから現在約4 2万
人の利用者がある「よふど温泉○○湯」。
○に当てはまる漢字２文字をお答えください。

●朝来町 特産品である岩津○○は、博多の「万
能○○」、群馬の「下仁田

し も に た

○○」と並ぶ日本三大○
○の一つとして有名です。○に当てはまるひらが
な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

ホテル金波楼　 ペア1組様

●2等／松葉ガニ 3名様

●3等／但馬の特産品 10名様

出題問題の市町の特産品が当たります

よく読んでSTART
●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1 0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1 5年1 2月上旬から平成1 6年2月上旬まで

●応募締切／平成16年2月13日（金）（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
豪華賞品
が当たる！

但
馬
フ　
ァ　
ン
ク
ラ　
ブ
協
賛
施
設

温
泉
大
集
合

北前館
きたまえかん

かすみ
矢田川温泉

かんなべ湯の森
ゆとろぎ
温泉保養館
おじろん
リフレッシュ
パーク ゆむら

薬師湯
や く し ゆ

但馬楽座
た じ ま ら くざ

とがやま温泉
天女の湯

大　　　人　400円→300円
小学生以下　250円→200円

9：00～21：00
無休

兵庫県城崎郡竹野町竹野
TEL.0796-47-2020

9：00～21：00（入館20：30）
水曜定休

兵庫県城崎郡香住町三谷
TEL.0796-37-1126

10：00～20：00（入館19：30）
4月～10月は21：00
水曜定休　7/20～8月は無休

兵庫県城崎郡日高町栗栖野
TEL.0796-45-1515

11：00～21：00（4月～9月）
10：30～20：30（10月～3月）
火曜定休

兵庫県美方郡美方町大谷
TEL.0796-97-3232

10：00～19：00
木曜定休

兵庫県美方郡温泉町湯
TEL.0796-92-2002

7：00～22：30
毎月15日定休（日・祝日の場合は翌日）

兵庫県美方郡温泉町湯
TEL.0796-92-1081

10：00～22：00
無休

兵庫県養父郡養父町上野
TEL.079-664-1000

10：00～22：00
無休

兵庫県養父郡八鹿町高柳
TEL.079-665-6677

利用料金２割引

大　人　500円→350円
こども 350円→200円

大　　　　　 人　600円→500円
幼稚園・小中学生　300円→250円

大　　　　人　1,100円→990円
65歳以上老人　550円→500円
小 中 学 生　550円→500円

大　　　人　600円→500円
小学生以下　300円→240円

大　　　人　600円→500円
小学生以下　300円→200円
3 歳 以 上　200円→100円

村岡温泉
9：00～21：00
無休

兵庫県美方郡村岡町鹿田
TEL.0796-92-1081

大　　　人　400円→300円
小学生以下　200円→150円

大　　　人　300円→210円
小学生以下　200円→140円

あったかい温泉が恋しい季節がやって来ました！温泉天国・但馬の温泉で心もカラダもポッカポカ！
但馬ファンクラブに入れば、こんなにオトクで温泉が楽しめます！さぁ、あなたはどこの温泉から楽しむ？

第2回

前回の第1回但馬アドベンチャーゲーム回答
●豊岡市【かばん】●城崎町【大師山】●竹野町【猫崎半
島】●香住町【応挙】●日高町【国民栄誉】●村岡町【レン
ゲツツジ】●浜坂町【三（1 0月末現在3 , 8 6 3冊）】●美方町

【すっぽん】●温泉町【98】
※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


