
EVENT INFORMATION TA J I M A
●開催日など諸事情により変更される場合があります

ハチ北高原スキー場
冬山開き
12月上旬
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732

スカイバレイスキー場
冬山開き
12月上旬
村岡町スカイバレイスキー場

（問）スカイバレイスキー場
TEL.0796-96-0375

光プロジェクト
“S A N T O - O K I N A R E Y O”
1 2月上旬～1月1 0日（祝）
17：30～23：00
山東町矢名瀬町の
国道427号線沿道 ほか

（問）光プロジェクト事務局
TEL.079-670-7030

氷ノ山鉢伏山冬山開き
12月3日（金）10:30～
養父市ハチ高原交流促進
センター

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

奥神鍋人工造雪コース
オープン
12月4日（土）
日高町奥神鍋第1
スーパーゲレンデ

（問）（株）奥神鍋
TEL.0796-45-0510

第22回かすみカニ場まつり
12月5日（日）9:00～
香住町香住漁港 西港

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

第7回たけのカニカニ
カーニバル
12月12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（火）
豊岡市香林会館（正福寺）

（問）豊岡義士会
TEL.0796-22-5097

じゃんけんぽん大会
12月中旬
城崎町JR城崎駅前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

ハチ高原クリスタルコース
オープン（人工造雪）
12月19日（日）
8:00～16:30
養父市ハチ高原

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

柚子湯（冬至）
12月21日（火）
城崎町各外湯

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

豊岡秋まつり
10月16日（土）・17日（日）
豊岡市各地区

（問）豊岡市総務課
TEL.0796-23-1111

2 0 0 4但東いろどりフェスタ
10月17日（日）
10:00～16:00
但東町役場前広場

（問）但東町商工会
TEL.0796-56-0350

魚ヶ滝祭り
10月17日（日）10:00～
生野町魚ヶ滝荘前

（問）生野町観光協会
TEL.079-679-2222

宮神楽
10月17日（日）
和田山町石部神社

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

粟鹿神社例祭（秋季例大祭）
10月17日（日）
山東町粟鹿神社

（問）粟鹿神社
TEL.079-676-2465

出石皿そば祭り（仮名）
10月30日（土）
出石町観光協会前広場

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

ひだか福祉まつり
1 0月3 0日（土）・3 1日（日）
日高町文化体育館

（問）日高町社会福祉協議会
TEL.0796-42-0100

第55回豊岡市美術展
10月30日（土）～
11月3日（祝）
豊岡市総合体育館

（問）豊岡市教育委員会
TEL.0796-23-1111

みかた特産味まつり
10月下旬
美方町大谷おじろん駐車場

（問）美方町商工会
TEL.0796-97-2208

日高町文化協会文化祭
10月2日（土）
日高町文化体育館

（問）日高町社会教育課
TEL.0796-42-1111

香りの花フェスタ2004秋
10月9日（土）15:30～
香住町文化会館ほか

（問）香住町住民課
TEL.0796-36-1111

秋まつり
10月9日（土）～10日（日）
但東町内全域

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

秋まつり
10月10日（日）13:00～
出石町大手前広場

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

生野秋祭り
10月10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

九鹿ざんざか踊り
10月10日（日）
養父市九鹿地区

（問）八鹿観光協会
TEL.079-662-7601

竹田秋まつり
10月10日（日）
和田山町竹田地区

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

ねっていずもう
10月11日（祝）
養父市奥米地水谷神社

（問）養父市商工観光課
TEL.079-664-0285

秋まつり
10月14日（木）・15日（金）
城崎町温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

日高町文化協会文化展
10月15日（金）～17日（日）
日高町文化体育館

（問）日高町社会教育課
TEL.0796-42-1111

第15回氷ノ山鉢伏
紅葉登山大会　前夜祭
10月16日（土）17:30～
養父市大久保体育館
大人 3,500円
小人 3,000円

紅葉登山大会　当日
10月17日（日）7:30～
氷ノ山・鉢伏山館
参加料 800円

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

第34回出石お城まつり
11月3日（祝）
出石城跡周辺

（問）出石町まちづくり課
TEL.0796-52-3111

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

産業まつり
11月3日（祝）
竹野小学校グラウンド
9：00～15：00

（問）竹野町商工会
TEL.0796-47-1771

天滝もみじ祭り
11月3日（祝）
10:00～15:00
養父市天滝公園

（問）大屋町観光協会
TEL.079-669-1104

かに解禁まつり（仮称）
11月6日（土）
香住町柴山港漁協

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

第2 9回阿瀬渓谷紅葉まつり
11月6日（土）・7日（日）
日高町阿瀬渓谷

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

第13回マロニエまつり
11月7日（日）
日高町但馬ドーム

（問）日高町農林課
TEL.0796-42-1111

第10回かんなべカニ祭り
11月7日（日）
日高町但馬ドームほか

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

トレジャーハンター
宝さがし
～めざせ冒険王～
11月7日（日）
日高町但馬ドームほか

（問）日高町商工会
TEL.0796-42-1251

第29回但馬文学のつどい
11月13日（土）
9：00～15：00
但東町民センター

（問）県立但馬文教府
TEL.0796-22-4407

東山公園もみじ祭り
11月中旬
城崎町東山公園

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

理玖子慰霊祭
11月19日（金）10:30～
豊岡市香林会館（正福寺）

（問）豊岡理玖子会
TEL.0796-22-3397

日高の自然俳句・短歌祭
11月20日（土）
日高町センター

（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

アップかんなべ
人工造雪コースオープン
11月20日（土）
日高町アップかんなべ
みやの森ゲレンデ

（問）神鍋観光（株）
TEL.0796-45-0055

第17回浜坂みなとかに祭り
11月20日（土）
9:00～13:00
浜坂漁港セリ市場

（問）浜坂町観光協会
TEL.0796-82-4580

まごころフェスタ
11月21日（日）10:00～
出石町大手前駐車場

（問）出石町農林課
TEL.0796-52-3111

かに王国開国式
11月23日（祝）
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

やさしい短歌入門教室
11月28日（日）10:30～
浜坂町サンシーホール2Ｆ
短歌フェスティバル『純孝祭』
11月28日（日）13:00～
浜坂町多目的集会施設2Ｆ
講師を囲む交流会
11月28日（日）17:00～
浜坂町多目的集会施設2Ｆ
参加料1,000円

（問）浜坂町教育委員会
TEL.0796-82-3111

但馬牛＆カニまつり
11月下旬
和田山町テント村

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

生野イルミネーションロード
11月下旬～1月上旬
18:00～22:00
生野町民会館

（問）生野イルミネーション
ロード実行委員会
TEL.079-679-5806

EVENT CALENDAR
10月11月12月
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秋のオートキャンプ
フェスタ in Uwano
10月2日（土）～3日（日）

～秋の味覚を探して歩く～
自然観察会
10月2日（土）～3日（日）

植物観察会
10月16日（土）

“秋の兎和野・瀞川平”
山岳歩こう会
10月17日（日）

ふれあいの祭典
10月23日（土）～24日（日）

（問）ふれあいの祭典実行委員会
TEL.078-341-7711

秋季親子キャンプ
11月6日（土）～7日（日）

ジジュウカラの
リフレッシュプラン
～軽スポーツとカニスキ～
11月6日（土）～7日（日）

ひとあし早いクリスマス
12月4日（土）～5日（日）

（問）兎和野高原野外教育
センター（村岡町兎和野）

TEL.0796-94-0211

ブラスフェスタ in あさご
「3 0 0人の吹奏楽」
10月3日（日）

第3回あさご芸術の森大賞展
1 0月2 4日（日）～1 1月2 8日（日）

芸術村とフリーマーケット
10月31日（日）10:00～

アート2 0 0 5干支展
12月4日（土）～1月25日（火）

クリスマスコンサート（未定）
12月12日（日）

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

リースとあかり展
1 0月9日（土）～1 1月2 3日（祝）

リースとあかり教室
11月6日（土）～7日（日）

クリスマス組み木教室
11月21日（日）
参加料1,000円

干支組み木教室
12月5日（日）
参加料1,000円

（問）県立木の殿堂
（村岡町和池）
T E L .0796-96-1388

第10回秋季ドーム杯
グラウンドゴルフ大会
10月19日（火）

花の寄せ植え講習会
11月28日（日）

第11回ドーム杯
オープンテニス大会
12月5日（日）

（問）但馬全天候運動場
（養父市八鹿町国木）
T E L . 0 7 9 - 6 6 3 - 2 0 2 1

森のガイド講演会
1 0月1 0日（日）・1 1月1 4日（日）

草花と木の名前講習会
1 0月2 4日（日）・1 1月2 8日（日）
コーヒー付500円
紅葉まつり
11月7日（日）

（問）むらおか振興公社
（村岡町和池）

TEL.0796-96-1187

どんぐりこま大会
10月3日（日）

やぎ・ひつじレース
10月10日（日）

但馬牛のブラッシング体験
10月24日（日）

カウボーイゲーム大会
11月7日（日）

ソーセージづくり教室
11月21日（日）
大人500円・子供375円

リースづくり教室
11月28日（日）
250円＋材料費

ちょっと早めのクリスマス
12月12日（日）
1人　500円

X'masケーキづくり
12月23日（祝）
参加費1 , 3 0 0円・追加1 , 0 0 0円

ふるさと餅つき体験
12月26日（日）
参加費　白餅　3,000円

（問）県立但馬牧場公園
（温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

文教府歴史講演会
12月5日（日）
10:00～15:00

（問）県立但馬文教府
（豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407

第58回兵庫県民体育大会
ゲートボール神鍋
1 0月1 1日（祝）～1 2日（火）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.0794-36-3900

ふれあいの祭典・
ブラスバンドフェスティバル
10月17日（日）

（問）日高町学校教育課
TEL.0796-42-1111

但馬市町対抗駅伝競争大会
但馬小学生駅伝競争大会
10月31日（日）

（問）但馬体育協会足立様
TEL.0796-45-1900

第6回全日本身体障害者
野球選手権大会
11月20日（土）～21日（日）

（問）日本身体障害者野球連盟
TEL.078-752-4100

年末年始イベント
正月を但馬ドームで過ごそう
1 2月2 9日（水）～1月3日（月）
一部有料

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

円山川公苑

但馬文教府

遊戯出会いのあーと展
1 0月3日（日）～1 1月2 7日（土）

山野草ときのこ観察会
10月16日（土）10:00～
入 場 料 500円
申込締切 10月13日（水）

剪画（切り絵教室）
1 0月2 3日（土）・1 1月2 7日（土）・
12月18日（土） 3回コース
午前 10:00～12:00
午後 13:30～15:30
参加費　1,500円

（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

但馬長寿の郷

特別公開
10月22日（金）～24日（日）

（問）県立コウノトリの郷公園
（豊岡市祥雲寺）
TEL.0796-23-5666

コウノトリの郷公園

但馬ドーム

但馬全天候運動場

木の殿堂但馬牧場公園

あさご芸術の森美術館

秋の森を楽しもう─きのこ観察─
10月9日（土）13:30～

自然物クラフト木のペンダント
10月23日（土）13:30～

紅葉を楽しもう
─紅葉の中でのきのこ観察─
11月13日（土）13:30～

自然物クラフトどんぐりトトロ
11月27日（土）13:30～

初冬の野鳥を観察しよう
─ジョウビタキ・ルリビタキ
・ツグミの観察─
12月11日（土）13:30～

自然物クラフト
松ぼっくりリース／松ぼっくりツリー
12月18日（土）13:30～

ふれあい餅つき会
12月18日（土）

親子で自然学校
12月18日（土）～19日（日）

（問）県立南但馬自然学校
（山東町迫間）
TEL.079-676-4730

南但馬自然学校

但馬高原植物園～瀞川平～

兎和野高原野外教育センター

「白瀧幾之助・和田三造・青山熊治」展
－但馬・生野が生んだ三巨匠
近代日本洋画の先駆者たち－
1 0月9日（土）～1 1月2 8日（日）

第14回円山川公苑カップ
少年サッカー大会
10月24日（日）・30日（土）・
31日（日）

スケートリンクオープン
11月20日（土）

第13回円山川公苑カップ
兵庫Jr.アイスホッケー大会
12月11日（土）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

●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。施設の催し物

おすすめイベント

但馬の食と物産が大集合。第1 6回兵庫のま

つり─ふれあいの祭典 ふれあいフェスティバ

ル2 0 0 4も同時開催。ふれあいカーニバル

など楽しい催しがいっぱい。

（問）まるごと感動市実行委員会 T E L .0 7 9 6 - 2 6 - 3 6 8 5
ふれあいの祭典実行委員会 T E L .0 7 8 - 3 6 2 - 3 9 9 4

但馬まるごと感動市
ふれあいフェスティバル2 0 0 4
県立但馬ドーム／日高町

討ち入りで有名な赤穂浪士・

大石内蔵助の妻りくは豊岡生まれ。豊岡と

関係の深い大石りくを偲び、りく女追悼法要

やステージイベント、豪華なパレードなど華

やかな時代絵巻が繰り広げられます。

（問）実行委員会事務局　T E L .0796-22-8111

第7回大石りくまつり
豊岡市内一円

但馬２市1 4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。お餅つ

きやジャンボ巻き寿司大会、食に関わる多彩

なイベントがいっぱい。

（問）和田山町商工観光課　T E L .079-672-1307

但馬・食文化まつり
和田山町中央文化公園
山城の郷「ふるさと館」／和田山町

10月
23・24
（土）（日）

10月
16・17
（土）（日）

10月
30・31
（土）（日）

特
別
ゲ　
ス　
ト

香
西　
か　
お　
り

（10月23日）
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劇団ポプラミュージカル
「ピーター・パンとウェンディ」
11月5日（金）2回公演
10:30～・14:00～開演
大人1,000円・
子供（中学生以下）5 0 0円・
親子（大人1人・子供1人）
1,200円
＊出石町内の小学生3～6年は

団体鑑賞します

西川きよし劇団
11月7日（日）2回公演
13:00～・17:00～開演
A席4,500円・
B席3,500円・
桟敷（ペア）7,200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

フォーラム
11月23日（祝）

（問）コウノトリの郷公園
TEL.0796-23-5666

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

錦織健コンサート
1 0月2 3日（土）1 8 : 3 0開演
全席指定2,500円

町文化祭
11月6日（土）～7日（日）

（問）生野町民会館
（生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

第13回ジュピターホール
歌謡祭「予選会」
12月12日（日）12:00開演

（問）和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

第16回ふれあいの祭典
「世界の民俗芸能祭」
11月23日（祝）14:00開演

宗次郎オカリナエチュード
12月4日（土）19:00開演
入場料未定

（問）養父市立養父公民館
（養父市広谷）
TEL.079-664-1141

第16回兵庫のまつりふれあいの祭典
兵庫県交響楽祭
10月3日（日）14:00開演

TAJIMAクラシックパーク
～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～

大森智子（ソプラノ）・
田村 緑（ピアノ）
コンサート
10月9日（土）19:00開演
自由席1,000円・
小中高500円

第2回アカペリンピック
2004 in とよおか
10月30日（土）18:30開演
自由席500円

第33回市民芸能祭
11月3日（祝）

タンゴ・エモーション
11月13日（土）19:00開演
指定席3,500円・
自由席3,000円

関西フィルハーモニー管弦楽団
ベートーベン「第九」合唱付
12月26日（日）15:00開演
指定席3,000円・
自由席2,500円・
自由席高校生以下1,500円

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野）
TEL.0796-23-0255

ふれあいの祭典
合唱の祭典
10月3日（日）13:00開演

第26回ふるさとの心をうたう
但馬合唱祭
11月23日（祝）

（問）但馬文教府
TEL.0796-22-4407

八鹿観世能
12月4日（土）13:00開演

養父市吹奏楽祭
12月19日（日）

（問）養父市八鹿文化会館
（養父市八鹿町八鹿）
TEL.079-662-6141

おおやホール歌謡ショー
岡ゆう子、オヨネーズ、田上敬子
11月23日（祝）13:30開演
入場料2,000円

（問）おおやホール
（養父市大屋町大屋市場）
TEL.079-669-0488

第3 8回小中学生 作文・詩
「但馬の子ども」作品募集
10月20日（水）締切
詳しくは但馬文教府へお問い合わ
せください。

（問）県立但馬文教府
TEL.0796-22-4407

2 0 04但東いろどりフェスタ
フリーマーケット出店者募集
日時：10月17日（日）9：30～15：30
開催場所：但東町中央体育館内
出店条件：但馬外からの出店は不可

（詳しくは但東町商工会までお問い合わせください）
料金：1ブース5 0 0円（1店1ブース）
出店規格：間口4ｍ×奥行3ｍ
応募締切：9月30日（木）
主催：但東いろどりフェスタ実行委員会

（問）但東町商工会内担当係まで
TEL.0796-56-0350

関宮温泉 万灯の湯オープン
11月予定

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

夢千代記念館オープン
11月予定

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

1 1月6日松葉ガニ解禁！
やってきました！カニの季節！各地
でさまざまなカニイベント開催！

因幡・但馬広域観光キャンペーン事業
世界的絶景！因幡・但馬おすす
めビューポイント写真コンテスト
実施要項【春・夏部門】

・題材／因幡・但馬地域で多くの人
に見てもらいたいおすすめの景観
や観光スポットなどをおさめた写
真とします。撮影対象になる市町
村（豊岡市・城崎町・竹野町・香住
町・浜坂町・温泉町・鳥取市・国府
町・岩美町・福部村・気高町・鹿野
町・青谷町）
・応募資格／住所、年齢、プロ・ア
マを問いません。応募点数は自由、
ただし、未発表作品に限ります。
・規格／カラープリント4つ切（ワ
イド可）または半切とします。
・撮影・応募期間／春・夏部門　平
成16年3月1日～9月30日

（撮影期間に制限はありません）
・応募方法／作品裏面に画題、住
所、氏名、年齢、電話番号、撮影年
月日、撮影場所を明記した応募票
を貼り、応募期間内に下記まで郵送
または持参してください。

〒668-0044
兵庫県豊岡市山王町11-28
実行委員会事務局

（但馬観光連盟内）
TEL.0796-24-5051

但馬村岡ミニミニ駅伝
10月3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12回八木川マラソン大会
10月11日（祝）
養父市八鹿地区

・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（日）

（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17日（日）
・生野町魚ヶ滝荘周辺

・申込締切 8月31日（火）
・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

第14回上山霧ケ滝
もみじマラソン大会
11月7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16日（土）

（問）馬場正男
TEL.0796-93-0968

2004年和田山オープン
駅伝競走大会
11月7日（日）予定
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

（問）大会事務局
（和田山町教育委員会内）

TEL.079-672-1314

第18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

豊岡市民会館

じばさんTAJIMA

ひぼこホールジュピターホール

養父市八鹿文化会館

ビバホール

おおやホール

せきのみや子供歌舞伎
11月21日（日）2回公演
13:00～・17:00～開演

狩人コンサート
12月9日（木）
入場料未定

（問）関宮公民館
（養父市関宮）
TEL.079-667-3266

ノビアホール朝来町民文化祭
手作り作品展
1 0月2 9日（金）～1 1月3日（祝）
生花展
11月1日（月）～3日（祝）
町民劇場
11月3日（祝）9:00開演

（文化協会加入団体による
芸能発表会）

（問）朝来町中央公民館
（朝来町新井）
TEL.079-677-1165

あさご・ささゆりホール

マインホール

マラソン・ジョギングニュース オープン・募集・コンテストなど
さまざまな但馬の情報を紹介

●催し物の料金など詳細につきましては、各ホールへご確認ください。
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玄武洞
ミュージアム

豊岡市奈佐森林
公園キャンプ場

屋形舟

大　人 600円→540円
幼稚園・小学生 300円→270円

初心者スノーケル教室
大　人　2,000円→1,800円

常設テントサイト 2,200円→1,760円
持込テントサイト 1,100円→ 880円

大　人 1,020円→920円
3歳～中学生 510円→460円

豊岡市赤石1362
Tel.0796-23-3821

豊岡市目坂499
Tel.0796-24-7411

豊岡市瀬戸1090
日和山観光（株）
Tel.0796-28-2113

竹野町

豊岡市

竹野スノーケルセンター
ビジターセンター
ブルーミュージアム

竹野町竹野
Tel.0796-47-1932

遊覧船かすみ丸 １割引（3コース） 香住町境1115
Tel.0796-36-0571

海の文化館 大人300円→200円、高校生200円→150円
小中学生100円→50円

香住町境1113
Tel.0796-36-4671

今子浦ファミリー
キャンプ場

大　人 500円→400円
3歳～中学生 400円→300円

香住町境
Tel.0796-36-2650

レンタサイクル １時間 200円→100円
香住町七日市
香住町観光協会
Tel.0796-36-1234

香住町

城崎町美術館 特別観覧券　500円→250円
普通観覧券　100円→ 50円

城崎町湯島985-2
Tel.0796-32-2851

城崎温泉
ロープウエイ

大　人 8 8 0円→8 0 0円
小学生 4 4 0円→4 0 0円

城崎町湯島806-1
城崎観光（株）
Tel.0796-32-2530

城崎町

植村直己冒険館 大人5 1 0円→4 1 0円　高校生2 1 0円→1 6 0円
小中学生1 6 0円→1 1 0円

日高町伊府785
Tel.0796-44-1515

グリーンクロスクリ
スノプチゴルフ場

大　人 2,000円→1,600円
小中学生 1,000円→ 800円

日高町栗栖野59-78
栗栖野観光（株）
Tel.0796-45-1545

UP JAPAN P.G.S
スキューバ体験ダイビング
ウェイクボード

10,000円→2割引 日高町太田159-10
Tel.0796-45-0598

日高町

柤大池公園
バンガロー村 1泊1棟　2 , 0 0 0円割引 村岡町柤岡

Tel.0796-95-1109

但東町

浜坂町先人記念館
以命亭

大　人 2 0 0円→1 5 0円
小中高生 1 0 0円→ 7 0円

浜坂町浜坂1208
Tel.0796-82-4490

吉滝キャンプ場
コテージ村

コテージ1棟1泊15,000円→14,000円
キャンプ場大人300円→200円 小学生以下200円→100円
駐車場1台300円→200円

美方町貫田後山
Tel.0796-97-2392

南部健康高原
コテージ村 コテージ1棟1泊　14,000円→13,000円 美方町新屋

Tel.0796-97-2693

但馬牧場公園
スキー場

ターフスキー・展望台
すべてのリフト料金を1割引

温泉町丹土1033
（株）湯村温泉愛宕山観光
Tel.0796-92-1005

自然体験施設
「めいじキララ」

入館料200円→無料 養父市奥米地
Tel.079-665-0588

生野町 金・銀宝探し
体験施設 600円→500円 生野町魚ヶ滝671

Tel.079-679-4334

日本・モンゴル
民族博物館

大　人500円→400円　大高生300円→200円
中小生200円→100円

但東町中山711
Tel.0796-56-1000

但馬高原植物園
～瀞川平～

入園料2割引　　　 大　 人5 0 0円→4 0 0円
高校生4 0 0円→3 2 0円　小中学生1 0 0円→ 8 0円

村岡町和池709
Tel.0796-96-1187

出石町家老屋敷 大　人 1 0 0円→8 0円
高大生 8 0円→6 0円

出石町内町
Tel.0796-52-5456

レンタサイクル
２時間　300円→150円
出石町観光センター Tel.0796-52-6045
花水木 Tel.0796-52-3211

出石町内町

出石町

村岡町

浜坂町

美方町

養父市
（旧養父町）

温泉町

山城の郷　
ふるさと館 パンづくり・そば打ち体験1割引 和田山町殿13-1

Tel.079-670-6518

出石町立
伊藤美術館

大　人 500円→400円
高大生 300円→200円

出石町内町98
Tel.0796-52-5456

和田山町

但馬　　　ファンクラブに
入会して、いっぱい得しよう！

た じ ま

問　題
● 豊岡市 国の特別天然記念物で

あるこの鳥は、翼を広げると長さ
2 mにもなり、ドジョウ、カエルな
どの小動物を餌とします。さて、こ
の鳥の名前はなんでしょう？

●城崎町 城崎温泉には7つの外湯
がありますが、ここは城崎駅のす
ぐそばにあり、平成1 2年にリニュ
ーアルされました。さて、この外
湯の名前はなんでしょうか？

● 竹野町 県指定文化財であるこ
の岩は、かつて洞門であった岩が
侵食によって天井部分が落ちて、挟
まったものと言われています。さ
て、この岩の名前はなんでしょう？

●香住町 明治4 5年、2年の歳月
をかけて完成したこの鉄橋は、ト
レッスル式鉄橋として、当時は東
洋一とされました。さて、この鉄
橋の名前はなんでしょうか？

●村岡町 日本の滝百選の一つでも
あるこの滝は、今年、干支にちな
んで多くの観光客で大変賑わって
います。さて、この滝の名前はな
んでしょうか？

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。

●右記の8問の問題の中から4問を選び、クイズに答
えてください。

●4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2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。

●4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16年9月上旬から平成16年11月上旬まで

●応募締切／平成16年11月8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
本誌「Ｔ2」と但馬
の新鮮情報を、
年4回お届けし
ます。

お得で便利なパスポート
但馬の観光スポット情報
や但馬内の1 0 0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1 特典 2

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、素
敵な賞品をもらおう。

T A Gたじま アドベンチャー ゲーム
●浜坂町 岸田川の支流である田君

川で、毎年５～７月かけて小さな
白い花を可憐に咲かせる植物があ
ります。その植物の名前はなんで
しょうか？

●美方町 昔から「山でつくり、草
で飼う」と言われ、松阪牛や神戸牛
の素となっているこの牛は、なん
という名前の牛でしょうか？

●温泉町 9 8度の熱泉が湧き出る
「荒湯」。その前を流れる春木川の
対岸にたたずむこの像は、なんと
いう名前でしょうか？

特典 3

●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

但馬ファンクラブに入れば、こんなにおいしい割引が受けられる！ ▼ 体験・見学施設編 ▼

朝来町
あさご芸術の森
美術館

大人500円→450円 高校・大学生300円→250円
小・中学生200円→150円

朝来町多々良木739-3
Tel.079-670-4111

出石町史料館 大人200円→160円　高大生120円→100円
休館日：毎週火曜日・年末年始

出石町宵田78
Tel.0796-52-6556

出石町 ※平成16年5月現在の内容です。最新の協賛施設・割引内容はHPで随時更新しています。
アドレスは→http://www.tajima.or.jp/fan/ ＊一覧表の表示料金には消費税を含まないものもあります。

豪華賞品をもらおう
● 1等／ホテル宿泊券

三好屋グランドホテル・ブルーリッジホテル ペア2組様

● 2等／但馬ビーフ 5名様

● 3等／但馬の特産品 8名様

出題問題の市町の特産品が当たります


