但馬のほたるまつり
●ほたるまつり（予定）／山東町
6月上旬 山東町役場周辺
（問）山東町観光協会 TEL.079-676-2080

但馬の桜まつり
●桜まつり／城崎町

3月下旬〜4月中旬 城崎町木屋町・東山公園
（問）城崎温泉観光協会TEL.0796-32-3663

●出石桜まつり／出石町

●ほたる祭り／養父町
6月中旬〜下旬 養父町奥米地
（問）ほたる祭り実行委員会
TEL.079-665-0586

●石田区ホタル祭り／朝来町
6月12日
（土） 朝来町石田地区
（問）朝来町観光協会 TEL.079-677-2114

●さのうホタル祭り／朝来町
6月13日（日）予定
朝来町さのうコミュニティセンター
（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-2114

4月1日（木）〜5月5日（祝） 出石町出石城跡
（問）出石町観光協会TEL.0796-52-4806

●桜まつり
（予定）／山東町
4月上旬 山東町ヒメハナ公園
（問）山東町観光協会 TEL.079-676-2080

●立雲峡桜まつり／和田山町
4月上旬〜下旬（予定）／和田山町立雲峡
（問）和田山町観光協会 TEL.079-672-3301

6月下旬 出石町奥山地区
（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

4月10日（土）9：00〜12：30
浜坂町浜坂漁港セリ市場

ほたるいか水揚げ日本一の浜坂港で、
「ほたるいかの釜揚げ」
「大茹だこ」の無
料試食サービスやおいしい料理、
新鮮なほたるいかをどうぞ。
（問）浜坂町観光協会
TEL.0796-82-4580

城崎温泉
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●大師山まつり
4月25日（日）
但東町赤花 大師山
（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●しょうぶ湯まつり
5月上旬
城崎町各外湯・各旅館
（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●岸田川渓流釣り大会
4月25日（日）
温泉町岸田川上流
（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

●あやめ月間
5月上旬〜6月下旬
城崎町城崎温泉街
（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●青倉神社大祭
4月25日（日）
朝来町川上 青倉神社
（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-2114

●秋岡稲荷祭
5月3日（祝）
美方町秋岡
（問）美方町観光協会
TEL.0796-97-2250

●清滝溶岩流まつり
4月29日（祝）
日高町山宮 チェーン脱着場
（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

●三川権現大祭
5月3日（祝）
香住町三川 三川権現社
（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

●ひだかフラワー
フェスティバル
4月29日（祝）
日高町弥布 花の基地
（問）日高町住民課
TEL.0796-42-1111

●大生部兵主神社春の大祭
5月3日（祝）
但東町薬王寺 大生部兵主神社
（問）大生部兵主神社
TEL.0796-55-0302
●氷ノ山・鉢伏山 山開き
5月3日（祝）
関宮町ハチ高原
（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113
●春のふるさと感謝祭
5月3日（祝）
朝来町多々良木 道の駅あさご
（問）朝来町企画振興課
TEL.079-677-2113

＊開催日など諸事情により変更される
場合があります

第6回浜坂みなと
ほたるいか祭り

●蛍まつり／出石町

MAY.

●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

●ミズバショウまつり
4月29日（祝）
大屋町加保 ミズバショウ公園
（問）大屋町観光協会
TEL.079-669-1104
●藤まつり
4月下旬〜5月中旬
和田山町白井 大町藤公園
8：00〜17：00
大人 300円
小学生以下 無料
（問）
和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

EVENT CALENDAR

●養父郡八鹿町・養父町・大屋町・関宮町の4町は平成16年4月1日より
「養父市」
となります

●第34回そば喰い大会
4月18日（日）
出石町役場前
（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

●十戸温泉清水まつり
4月11日（日）
日高町十戸 泉源地
（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

●千谷麒麟獅子舞
4月18日（日）
温泉町千谷地区
（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

●松岡の御柱祭
4月14日（水）夕方
日高町松岡 円山川河川敷
（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

●岩屋観音大祭
4月18日（日）
朝来町岩津 鷲原寺
（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-2114
●春季理玖子祭
4月19日（月）
豊岡市日撫 香林会館
（問）豊岡理玖子会
TEL.0796-22-2484
●2004たんとう
チューリップまつり
4月中旬
但東町畑山 チューリップ畑
（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500
●ザゼンソウ祭り
4月中旬
村岡町ハチ北高原
（問）
ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732
●温泉まつり
4月23日（金）〜24日（土）
城崎町城崎温泉街
（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
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APR.

●立雲峡山開き
4月上旬
和田山町竹田 立雲峡
（問）和田山町商工観光課
●お走りまつり
TEL.079-672-3301
4月17日（土）
〜18日（日）
養父町養父市場
●わだやま「竹田」お城まつり
（問）養父神社
4月上旬
TEL.079-665-0252
和田山町竹田地区
（問）和田山町商工観光課
●鬼子母神大祭
4月17日（土）
〜18日（日） TEL.079-672-3301
但東町赤花 法花寺
（問）法花寺
TEL.0796-56-0526
●生野銀山へいくろう祭
4月18日（日）
生野町小野 史跡生野銀山
（問）
生野町まちづくり政策課
TEL.079-679-5810
●河本ひょうたんまつり
4月18日（日）
但東町河本 本澤寺
（問）本澤寺
TEL.0796-54-0906
●中嶋神社菓子祭
4月18日（日）
豊岡市三宅 中嶋神社
（問）中嶋神社
TEL.0796-27-0013

●流しびな
4月4日（日）予定
城崎町 城崎温泉街大谿川
（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411
●戸島よし焼きまつり
4月11日（日）
城崎町戸島 円山川河川敷
（問）実行委員会
TEL.0796-32-3610

円山川公苑
●ボートヤードオープン
3月24日（水）

●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。
あさご芸術の森美術館

但馬文教府

●円山川カヌーオープニングフェア
4月29日（祝）

県立但馬文教府
●作業集団「実現派」展（予定） （問）
5月29日（土）〜6月27日（日） （豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407
但馬全天候運動場
大人500円・高大生300円
小中学生200円
●第10回春季いきいきドーム杯
（問）あさご芸術の森美術館
グラウンドゴルフ大会
但馬牧場公園
（朝来町多々良木）
4月20日（火）
● 03但馬 牛まつり 写真展
TEL.079-670-4111
参加費2,500円／チーム
4月1日（木）〜5月28日（金）
●花の寄せ植え講習会
●春季オープニングイベント
5月23日（日）
春の装いフェア
●竹細工教室
参加費1,000円／人
4月18日（日）
6月13日（日）
（問）但馬全天候運動場
●凧上げ大会
●木工教室
（八鹿町国木）
4月25日（日）
6月20日（日）
TEL.079-663-2021
●羊の毛刈り体験
●そば打ち体験
4月29日（祝）
6月27日（日）
●あまごのつかみ取り
●ラベンダー収穫祭
7月18日（日）
〜19日（祝） 5月2日（日）
但馬高原植物園〜瀞川平〜
●羊の毛刈り体験
5月3日（祝）〜5日（祝） ●新緑まつり
5月中旬
●そば打ち体験
大人500円
5月16日（日）
小中学生100円
●かしわ餅づくり教室
（問）むらおか振興公社
5月23日（日）
（問）県立但馬牧場公園
（村岡町和池）
（温泉町丹土）
●模型飛行機大会
TEL.0796-96-1187
TEL.0796-92-2641
6月6日（日）

●第5回田結わかめまつり
5月中旬
豊岡市田結漁港
（問）田結地区
TEL.0796-28-2207

●第9回 奈佐森林公園まつり
5月下旬
豊岡市奈佐 奈佐森林公園
（問）豊岡市農政課
TEL.0796-23-1111

●てっせん・クレマチス彩
5月中旬
出石町魚屋 本覚寺
（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

●第18回 円山川凧上げ大会
5月下旬
豊岡市円山川左岸堤防
（問）豊岡市教育委員会
TEL0796-.23-1111

●コウノトリ但馬空港開港
10周年記念イベント
5月23日（日）
コウノトリ但馬空港
（問）
但馬空港推進協議会
TEL.0796-24-2247

●赤米お田植え祭り
5月下旬
八鹿町小佐
（問）中村区区長
TEL.079-662-4446
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●但馬長寿の郷
フォトコンクール作品展
3月19日（金）〜4月20日（火）

●平成16年度
第1回美術館企画展
（問）県立但馬長寿の郷
「永田 萌の世界」
（仮称） （八鹿町国木）
─夢は何色─
TEL.079-662-8456
4月17日（土）〜5月23日（日）

●兵庫県立4年制高齢者大学
●やなせたかしの世界展
3月20日（祝）〜5月9日（日） みてやま学園学生募集
（問）県立円山川公苑
締切 3月15日（月）
（豊岡市小島）
●インフィオラータあさご2004
3,000円
TEL.0796-28-3085
4月下旬〜5月上旬の3日間

●青下 天満宮まつり
5月23日（日）
温泉町青下地区
（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

但馬長寿の郷

●海上芝桜公園
フェスティバル
5月5日（祝）予定
温泉町海上地区
（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131
●妙見山名草神社 春の祭礼
5月8日（土）
八鹿町石原 名草神社
（問）名草神社
TEL.079-662-2793
●春来 椿山公園まつり
5月16日（日）予定
温泉町春来地区
（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

●全日本少年サッカー大会
兵庫県大会
6月12日
（土）
〜13日
（日）
但馬サッカー協会 松原氏
TEL.0796-24-9191

但馬ドーム
●第13回山陰オープン
ゲートボール香住大会
4月1日（木）〜4日（日）
兵庫県ゲートボール連合
TEL.0794-36-3900
●第10回神鍋ジュニアサッカー
スプリングカーニバル
5月3日（祝）〜5日（祝）
(株)ニチレク
TEL.06-6633-3351
●忍たま乱太郎ショー
5月9日（日）

●TAJIMADOME
フェスティバル2004
●兵庫県ねんりん
フリーマーケット・
ソフトボール交流大会
パフォーマンス大会など
6月26日（土）〜27日（日） 5月23日（日）
但馬ソフトボール協会 板坂氏
●第48回兵庫県高等学校
TEL.0796-96-0018
総合体育大会ソフトボール競技
6月4日（金）〜7日（月）
（問）県立但馬ドーム
日高高等学校 木山先生
（日高町名色）
TEL.0796-42-1133
T E L .0796-45-1900

兎和野高原野外教育センター
●春季親子キャンプ
●残雪を見つけよう
早春ハイキング
●シジュウカラのリフレッシュプラン
4月18日（日）
〜軽スポーツと山菜めぐり〜
●春のオートキャンプフェスタ ●野外活動指導者養成研修会
in Uwano
4月24日（土）
〜25日（日）
5月15日（土）
〜16日（日）
●植物観察会
●新緑ハイキング
6月6日（日）
●うわのカップ
兎和野高原野外教育
グラウンドゴルフ春季大会 （問）
センター（村岡町兎和野）
6月9日（水）
TEL.0796-94-0211

●第6回氷ノ山・鉢伏山
新緑登山大会
5月4日（火）
氷ノ山・鉢伏山 一帯
参加費 800円
（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113
●せきのみやフラワー
フェスティバル
5月4日（火）
関宮町役場周辺
（問）関宮町産業課
TEL.079-667-3503
●全国しゃくなげ公園まつり
5月5日（祝）
美方町新屋 全国石楠花公園
（問）美方町観光協会
TEL.0796-97-2250
●幟まわし
5月5日（祝）
出石町宮内 出石神社
（問）出石神社
TEL.0796-52-2440

●北前まつり
5月3日（祝）
竹野町竹野浜
（問）竹野町観光協会
TEL.0796-47-1080
●但馬中央山脈縦走大会
5月3日（祝）〜4日（火）
妙見山〜蘇武山〜三川山
（問）八鹿町産業課
TEL.079-662-3165
●瀞川稲荷まつり
5月3日（祝）〜4日（火）
村岡町瀞川 稲荷神社
（問）村岡町観光協会
TEL.0796-94-0123
●小代渓谷まつり
5月4日（火）
美方町秋岡
（問）美方町観光協会
TEL.0796-97-2250

●石ヶ堂古代村まつり
6月6日（日）
養父町森 石ヶ堂古代村
（問）食事処ひもろぎ
TEL.079-666-0366

NEWS

4月1日養父市誕生！
養父郡八鹿町・養父町・大屋町・
関宮町の4町は平成16年4月1日
より「養父市」となります。

今井雅之初監督作品
『SUPPINぶるうすザ・ムービー』ロードショー！
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●竹田しょうぶまつり
6月6日（日）〜20日（日）
和田山町竹田 寺町通り
●きのさき温泉
（問）和田山町商工観光課
YOSAKOIまつり
TEL.079-672-3301
6月5日（土）
城崎町城崎温泉街
（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411

平成16年3月13日（土）〜26日（金）
豊岡劇場にてロードショー （問）豊岡劇場 TEL.0796-22-2062
●第19回たたらぎダム湖マラソン大会
・6月6日（日）9：30〜開会式
・朝来町多々良木 みのり館周辺
◎5km・10km・ハーフマラソン
参加料／3,000円
◎ジョギング（2km）
参加料／1,500円
・申込締切／5月6日（木）
（問）朝来町中央公民館
TEL.079-677-2119
●みかた残酷マラソン全国大会
・6月13日（日）
・美方町小代 おじろドーム付近
・参加料／3,300円
◎24km山岳周回コース
林道を利用した標高差700mの
ハードコース
・締切／4月30日（金）
（問）実行委員会事務局
（地域連携センター）
TEL.0796-97-3966

●第18回浜坂町麒麟獅子
マラソン大会
・5月23日（日）9:00〜開会式
・浜坂町浜坂 浜坂小学校グラウンド
◎ハーフマラソン・10km・5km・3km
参加料／一般 3,000円・
高校生以下 1,000円・
ペア 2,000円・3km 1,000円
・申込締切／4月16日（金）
海と山と温泉の町、潮風ロードを
Let's Run！
・5月22日（土）16:30〜前夜祭
（問）実行委員会事務局
（浜坂町B＆G海洋センター内）
TEL・FAX.0796-82-4512
TEL.0796-82-1616

ジュピターホール

おおやホール
●県民芸術劇場
ラミューズトリオコンサート
6月12日（土）
19：00開演
大人 1,500円
小・中学生 800円
（問）
おおやホール
（大屋町山路）
TEL.079-669-0488
生野町マインホール
●桂 南光独演会
4月4日（日）14：00開演
一般 1,800円
高校生以下 500円
●TAJIMAクラシックパーク
7月15日（木）予定
一般 1,000円
高校生以下 500円
（問）
生野町民会館
（生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

養父町ビバホール
●人形劇団ポポロ
14ひきのかぼちゃ
3月14日（日）
14：00開演
大人 700円
子ども 500円

●北島三郎コンサート
5月16日（日）全席指定
昼の部14：30開演
夜の部18：30開演
S席 7,000円
A席 6,000円

●あじさいまつり
6月27日（日）
竹野町須谷 円通寺
（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

●ゆりまつり
6月下旬
竹野町奥須井 長養寺
（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

じばさんTAJIMA
●ピアノ発表会
4月18日（日）
音楽研究サークル 池内さん
TEL.0796-23-1687
●国際ソロプチミスト
但馬チャリティーバザー
4月29日（祝）

（問）
じばさんTAJIMA
（豊岡市大磯）
TEL.0796-24-5551

●第6回ビバホール
●劇団銀河鉄道
チェロコンクール
ぬいぐるみミュージカル
一次予選：
ヘンゼルとグレーテル
7月21日（水）
・22日（木）
6月5日（土）全席指定
二次予選：7月23日（金）
朝の部10：30開演
本
選：7月25日（日）
昼の部14：00開演
募集期間：
大人 1,500円
4月1日（木）〜30日（金）
中学生以下 1,000円
（問）
和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

●湯村温泉まつり
6月6日（日）
温泉町湯村温泉街
（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

●第6回ラベンダーまつり
●鼻かけ地蔵尊祭
6月中旬〜7月中旬
6月6日（日）
出石町片間 ふれあい農園
城崎町楽々浦地区
（問）組合長 水嶋さん
（問）城崎温泉観光協会
TEL.090-5253-8045
TEL.0796-32-3663

●ピアノ発表会
5月16日（日）
千葉さん
TEL.0796-23-3825

●ドンガラ楽団が
やってくる！！
3月17日（水）
19：00開演
大人 2,000円
高校生以下 1,000円

（問）
養父町公民館
（養父町広谷）
TEL.079-664-1141

●奥赤あじさいまつり
6月19日（土）〜20日（日）
但東町奥赤地区内
（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

豊岡市民会館
●但馬舞踊協会発表会
4月11日（日）
12：30開演
入場料 2,000円
淡島美千代さん
TEL.0796-52-6260
（問）
豊岡市民会館
（豊岡市立野）
TEL.0796-23-0255

●但馬未生会 80周年記念
いけばな展
4月3日（土）〜4日（日）
竹内さん
TEL.0796-23-5438
●スプリングコンサート
4月10日（土）
中嶋さん
TEL.0796-28-2768
●摂南流吟詠会
4月11日（日）
6月6日（日）
会長 沢辺さん
TEL.0796-23-1277

ひぼこホール
●ひぼこホール10周年記念
メモリアルコンサート
4月18日（日）
全席自由 500円
（問）
出石町文化会館
（出石町水上）
TEL.0796-52-6222
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T2発行
祝！50号

1990年6月の発行から今年で14年、記念すべき50号を迎えました。
これも、皆様のご理解とご協力のおかげと深く感謝しています。
皆様は「Ｔ2」の意味をご存じでしょうか？
「ティー」はもちろん但馬の「Ｔ」
、
「ツ
ー」は2乗のことで、但馬の街（Town）
、人（Talent）
、スポット
（Trendy）
等々、
さ
まざま
「Ｔ」が融合して、新しい但馬が誕生する願いが込められています。
これからも、
この願いを込めて、親しみのある情報誌となるようご支援よろしく
お願いします。

（財）但馬ふるさとづくり協会

財団法人 但馬ふるさとづくり協会ではこんな仕事をしています。
財団法人

但馬ふるさとづくり協会は、
「但馬一つ」
という共通認識のもと、
「交流と共生の理想の都 あしたのふるさと

但馬づくり 」をスローガンに
「人材育成」
「交流促進」
「自然環境保全」などの地域づくりに取り組んでいます。

1 人材育成事業
1. 但馬ふるさとづくり大学の開催
但馬地域の在住・在勤者を対象に、但馬の自然・歴史・文化等の地域の現状を把握
し、地域づくりの理論を習得するための講座を開催しています。

2. 地域づくり団体への活動助成
自主的・主体的な地域づくり活動を促進するために、1市町を越える地域で広域
的な地域づくり活動に取り組まれている団体に活動費の助成をしています。

2 交流促進事業
1. 但馬ファンクラブの運営

3 自然環境保全事業
1. 但馬の川・森環境保全事業

但馬の魅力をPRするため「但馬ファ
ンクラブ」会員を募集し、地域内外の
交流促進を目的に実施しています。

但馬の河川や森林の環境保全を目
的に、小中学生を対象とした副読本
を発行しています。

2. 但馬四季彩イベントの開催
地域内外の交流促進、地域活性化
を図ることを目的に「コウノトリ但
馬空港フェスティバル」
「但馬牛まつ
り」
「但馬食文化まつり」を開催しています。

2. サケの回帰促進事業
河川の水質環境保全運動の普及啓
発を目的に、サケの放流捕獲事業
を実施しています。

平成1 5年度は、但馬の豊
かな自然を象徴する巨木を
集めた「但馬の巨木百選マ
ップ」
を作成しています。
大屋町樽見の大桜

3. 花いっぱい運動事業

3. 地域情報の発信
情報誌「Ｔ2」
発行 、ラジオ番組の放送により、さ
まざまな但馬の情報を提供しています。

但馬ファンクラブ会員募集中！
特典1 但馬の情報を年4回お届けします
本誌「Ｔ2」と但馬の新鮮情報を、年4回お届けします。

「花と緑あふれる但馬づくりフォー
ラム」を開催し、緑化活動の普及啓
発を行っています。
●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、
会費を添えて日本郵政公社でお振込ください。
（手数料不要）

●会費／1年会員
3年会員

特典2 お得で便利なパスポート
但馬のレジャー・グルメなどの観光スポット情報や但
馬内の宿泊・飲食店・土産物店・レジャー施設など
100以上の施設で使える割引券付きパスポートを発行
します。

特典3 但馬アドベンチャーゲーム
本誌に年2回、但馬各市町のご当地クイズを出題。
豪華景品が当たるクイズに参加できます。
■ 但馬アドベンチャーゲーム 前回の答え
（A：あめのひぼこ・モンゴル・つるぎ・錦鯉・ミズバショウ・山田風太郎・
魚ケ滝・4・極楽・ねぎ）
●問い合わせ・申込先／（財）但馬ふるさとづくり協会
〒668-0044 兵庫県豊岡市山王町11番28号

TEL.0796-24-2247 FAX.0796-24-1613
http://www.tajima.or.jp/fan/ tjm-furusato2@tajima.or.jp
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4 調査・研究事業

1,000 円（1年間有効）
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
大阪

011 4 0 3
記
入
い
た
だ
き
︑
お
振
込
く
だ
さ
い
︒

事
項
と
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
を
ご

り
ま
す
払
込
取
扱
票
に
︑
右
記
の
黒
字

合
は
︑
お
近
く
の
日
本
郵
政
公
社
に
あ

入
会
専
用
申
込
書
が
手
元
に
な
い
場

88867

財団法人但馬ふるさとづくり協会

但馬ファンクラブ入会

1000

011 4 0 3
88867
財団法人但馬ふるさとづくり協会

1000

3年会員は3,000円

※赤色の郵便振替申込書に記入してください

