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

おすすめイベント
第4回かすみかに感謝祭
香住町柴山漁港

3月

6日

（日）
先着1 , 0 0 0名様にかに汁無料
サービス！親子カニ歩き競争やビンゴゲー
ムなど、家族で楽しめるイベントが盛りだく
さん。新鮮な魚介類がお徳な値段で買える
コーナーも。
（問）柴山港漁業協同組合 TEL.0796-37-0301

美方高原雪まつり

2月

SANTO-OKINAREYO

美方町ミカタスノーパーク

20日

山東町矢名瀬地区国道427号沿い

（日）
全日本雪上綱引き大会、
ミニソリレースなど、雪を使ったゲームが開
催されます。入場は無料。ほかにビンゴゲー
ム（有料）などのイベント、また、会場には地
元の女性たちによる露店が軒を連ねます。

（問）ミカタスノーパーク TEL.0796-97-2297

3月

12月 1月

5〜5

（日）（水）

山東町を走る国道4 2 7号・
大垣交差点から末歳地区まで約 500メートル
に渡って、沿道の民家や商店、役場、学校など
の建物が色とりどりの電飾で飾られます。ま
た、1 2月2 3日（祝）1 7時からは、
「 1日早い
クリスマスイブ」
、1月9日（日）1 5時からは、
阪神大震災の復興イベントが開催されます。
（問）山東新生まちづくりの会 TEL.079-670-7030

EVENT CALENDAR

ウィンターファイヤーin丹戸 浜坂みなと日曜朝市
3月12日（土）16:30〜
3月上旬
養父市丹戸旧熊次小学校
浜坂町浜坂漁港競市場
（問）氷ノ山鉢伏観光協会 （問）浜坂町産業観光課
ゆむら灯火の景
百手の儀式
ハチ高原新春花火大会
TEL.079-667-3113
TEL.0796-82-3111
2月11日（祝）
〜12日（土） 1月28日（金）16:00〜
1月2日
（日）19:00〜
鉢伏ジュニアスキー記録会 鉢伏雪まつり
温泉町湯村温泉街 日没後
香住町御崎
養父市ハチ高原
3月13日（日）
3月5日
（土）〜7日
（月） （問）温泉町商工会
（問）香住町観光協会
（問）氷ノ山鉢伏観光協会
養父市ハチ高原
養父市ハチ高原
TEL.0796-92-1856
TEL.0796-36-1234
TEL.079-667-3113
（問）氷ノ山鉢伏観光協会 （問）氷ノ山鉢伏観光協会
お茗荷まつり
SANTO-OKINAREYO
TEL.079-667-3113
第23回全日本スノー
TEL.079-667-3113
2月11日（祝）6:00〜
阪神大震災復興イベント
ボード選手権西日本大会
初午大祭
ふるさと美方冬まつり
温泉町面沼神社
（日）15:00〜
1月29日（土）〜2月6日
（日） 1月9日
3月18日（金）
〜3月20日（日） 3月6日（日）
（問）温泉町企画観光課
山東町矢名瀬地区
養父市ハチ高原
10:00〜16:00
美方町ニューおじろスキー場 TEL.0796-92-1131
（2/5・6は氷ノ山国際スキー場）（問）山東新生まちづくり会
出石町出石城跡周辺
（問）
ニューおじろスキー場
TEL.079-670-7030
（問）氷ノ山鉢伏観光協会
（問）出石町商工会
ハチ北スキーフェスティバル
TEL.0796-97-2717
TEL.079-667-3113
TEL.0796-52-2113
2月26日（土）
村岡十日ゑびすまつり
スキー場感謝祭
村岡町ハチ北高原スキー場
1月9日（日）〜10日
（祝）
（万場、奥神鍋ゲレンデ） （問）ハチ北観光協会
村岡町黒野神社
TEL.0796-96-0732
3月7日（月）※予定
（問）村岡町商工会
日高町万場ゲレンデ
TEL.0796-94-0706
第10回東鉢ボーダークロス大会
日高町奥神鍋ゲレンデ
2月27日（日）
宵田・十日ゑびす
（問）神鍋観光協会
養父市東鉢スキー場
兵庫県雪合戦大会
1月10日（祝）
ハチ北モーグル祭り
TEL.0796-45-0800
（問）東鉢スキー場
2月5日（土）〜6日
（日）
日高町宵田
3月20日（日）
TEL.079-667-8201
美方町小代中学校
（問）日高町観光協会
村岡町ハチ北高原スキー場 第2回フリースタイルスキー
（問）地域連携センター
ハチ北モーグル競技会
TEL.0796-45-0800
第14回とよおか
（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-97-3966
3月1
0日
（木）
〜1
1日
（金）
津居山港かにまつり
TEL.0796-96-0732
田ノ口・賽の神まつり
村岡町ハチ北高原スキー場 2月27日（日）
円山川くだり雪見舟（47回） 1月10日（祝）
百々手祭
（問）ハチ北観光協会
豊岡市津居山港小島岸壁
2月6日（日）12:00〜14:00 日高町田ノ口
3月20日（日）13:00〜
TEL.0796-96-0732
（問）実行委員会事務局
豊岡市円山川小島岸壁
（問）日高町観光協会
和田山町久留引
TEL.0796-22-8111
（問）
豊岡観光協会事務局
TEL.0796-45-0800
春スキープラン開始
（問）和田山町商工観光課
TEL.0796-22-8111
TEL.079-672-3301
3月11日（金）〜リフト終了まで スキー場感謝祭
御井神社のまいそうまつり
（名色ゲレンデ）
但馬天満宮学業成就
1月14日（金）
19:00頃〜
鉢伏Cup基礎スキー競技会 養父市
ハチ高原・氷ノ山国際スキ 2月28日
（月）※予定
大屋町宮本御井神社
合格祈願祭
3月21日（祝）
ー場・ハイパーボウル東鉢 日高町名色ゲレンデ
（問）大屋公民館
2月6日（日）
養父市ハチ高原
（問）
氷ノ山鉢伏観光協会 （問）神鍋観光協会
TEL.079-669-0120
但東町奥矢根
（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113
TEL.0796-45-0800
（問）但東シルクロード観光協会 氷ノ山国際
TEL.079-667-3113
TEL.0796-54-0500
2005ハチ北CUP
スキー場感謝祭
第18回全関西学生
スノーフェスティバル
兵庫県モーグル選手権大会 （アップ神鍋ゲレンデ）
スキー技術選手権大会
西宮ゑびす
1月15日（土）〜16日
（日）
3月22日（火）
〜23日（水） 3月12日（土）〜13日（日） 2月下旬 ※予定
2月11日（祝）
8:00〜17:00
養父市ハチ高原
村岡町ハチ北高原スキー場 日高町アップかんなべ（中央） 養父市八鹿町上八木
養父市氷ノ山国際スキー場
（問）氷ノ山鉢伏観光協会 （問）ハチ北観光協会
（問）神鍋観光協会
（問）西方寺
（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113
TEL.0796-96-0732
TEL.0796-45-0800
TEL.079-662-3475
TEL.079-667-3113

1月

2月

2月

（

施設の催し物
あさご芸術の森美術館

●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。

但馬ドーム

アート2005干支展
年末年始イベント
12月4日（土）〜1月25日（火） 正月を但馬ドームで過ごそう
12月29日（水）〜1月3日（月）
花の絵画全国公募展
（予定）
一部有料
1月29日（土）〜3月1日（火）

兎和野高原野外教育センター

南但馬自然学校

中高年スキー教室１
短期で上達したい人のために
1月10日（祝）〜14日（金）

冬の森へ出かけよう
─動物のフィールドサイン・
カブトムシの墓地作り─
1月8日（土）
13:30〜

雪に親しむ
（29日 13:30〜 表彰式） 但馬ドームテニスクリニック 親子ふれあいスキー教室
1月22日（土）〜23日（日） 1月15日（土）〜16日（日）
雪に親しむ
但馬ドームソフトボール
親子白くまスキー教室
クリニック
1月22日（土）〜23日（日）
2月5日（土）〜6日（日）
但馬ドーム杯 シニア野球大会 中高年スキー教室2
3月6日
（日）
・3月13日（日） 短期で上達したい人のために
参加費 1チーム10,000円 1月31日（月）〜2月4日（金）
（問）
あさご芸術の森美術館
（朝来町多々良木）
9:00〜17:00
大人 500円
高大生 300円
小中学生 200円
TEL.079-670-4111
木の殿堂
ひな人形組み木教室
2月27日（日）
午前 10:00〜
午後 13:30〜
参加費 1,000円
受付開始 教室開催日の
2ヶ月前から

（問）県立但馬ドーム
（日高町名色）
T E L .0796-45-1900
フレンドリーカップ
ソフトボール大会
3月25日（金）〜28日（月）
（問）日高高等学校 木山
TEL.0796-42-1133

冬のうわの雪中キャンプ
2月5日（土）〜6日（日）
中高年スキー教室3
短期で上達したい人のために
2月28日（月）〜3月4日（金）
歩くスキーツアー
3月12日（土）〜13日（日）

冬の自然物クラフト
−どんぐりやじろべえ／
どんぐりゴマ−
1月22日（土）
13:30〜
真冬の生き物を探そう
─動物ウォッチング─
2月12日（土）
13:30〜
自然物クラフト
─やしゃぶしの鳥─
2月26日（土）
13:30〜

春山できのこ菌の植え付け
に挑戦しよう
─しいたけの菌打ち体験─
3月12日（土）
13:30〜

新春行事
1月8日（土）
10:00〜
凧づくり体験その他
参加費 500円
12:00〜
七草がゆのふるまい
豆腐とみそづくり体験
2月19日（土）
13:00〜
参加費 500円

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

15

但馬のおぞうに試食体験
1月9日（日）10:30〜12:00
スキー教室（第1回）
1月15日（土）
10:00〜12:00
2,000円（リフト代含）
申込締切 1月8日（土）
焼き餅試食体験
1月16日（日）
10:00〜12:00
第10回雪上運動会
1月30日（日）
10:00〜12:00
申込締切 1月23日（日）

（問）
兎和野高原野外教育
但馬高齢者生き生き交流会 センター（村岡町兎和野）
「TAJIMAシルバーダンスのつどい」 TEL.0796-94-0211
3月13日（日）12:30〜
参加費 300円

05 牧場公園感謝祭
2月20日（日）
11:00〜15:00
ストラックアウト 100円

（問）
県立南但馬自然学校
スケートリンク営業中
11月20日（土）〜3月13日（日） （山東町迫間）
TEL.079-676-4731
10:00〜19:00
大人 500円 子供 250円
貸靴料 400円
コウノトリの郷公園
スケートリンク
（問）
県立但馬文教府
特別観察会「冬の動物」
レディースday・イベント
（豊岡市妙楽寺）
1月30日（日）
12月26日（日）
TEL.0796-22-4407
9:30〜
1月15日（土）
2月20日（日）
但馬全天候運動場
里山体験セミナー
高校生以上の女性は
3月13日（日）
第10回いきいきドームカップ
滑走料無料
9:30〜
フットサル大会
3月19日（土）〜20日（日）

（問）但馬全天候運動場
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-663-2021

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

申込締切 2月5日（土）
チョコレート教室
2月12日（土）
13:00〜15:00
参加費 500円
申込締切 2月5日（土）
スキー教室（第3回）
2月19日（土）
10:00〜12:00
2,000円（リフト代含）
申込締切 2月12日（土）

円山川公苑
但馬長寿の郷

雪だるまコンクール
1月1日（祝）〜2月13日（日）
9:00〜17:00

親子で自然学校
2月26日（土）〜27日（日） 第10回雪像コンテスト
残雪を歩こう
10:50〜
春山ハイキング
第3回高等学校男子
2月6日（日）9:30〜12:00
3月26日（土）
〜27日（日） 参加費 4,000〜4,380円
ソフトボール但馬研修会
申込締切 1月30日（日）
3月29日（火）
〜31日（金） 残雪を歩こう
ホリデースクール
スキー教室（第2回）
（問）日高高等学校 木山 親子春山ハイキング
3月5日（土）
2月12日（土）
10:00〜12:00
TEL.0796-42-1133
3月26日（土）
〜27日（日） 10:00〜
2,000円（リフト代含）

但馬文教府

（問）木の殿堂
（村岡町和池）
TEL.0796-96-1388

但馬牧場公園
正月の遊び体験
1月1日（祝）〜12日（水）
10:00〜16:00

畜産講習会
2月22日（火）
10:00〜12:00
ソーセージづくり教室（第2回）
3月6日（日）
10:00〜12:00
大人 500円 子供 375円
申込締切 2月27日（日）
ストラックアウト（第3回）
3月20日（日）
10:00〜12:00
参加費 100円
申込締切 3月13日（日）

（問）
県立コウノトリの郷公園 （問）県立但馬牧場公園
（温泉町丹土）
（豊岡市祥雲寺）
TEL.0796-23-5666
TEL.0796-92-2641

ニュース
出石・明治館リニューアルオープン
平成16年11月2日オープン
出石町魚屋50
入館料：大人
（高校生以上）
100円 中学生以下 無料
営業時間：9:00〜16:30（入館は16:00まで）
休館日：月曜日・年末年始(12月28日〜1
月4日)・展示替期間

夢千代記念館オープン
平成16年11月14日オープン
温泉町湯80
入館料：大人 300円 小中学生 150円
開館時間：9:00〜19:00
休館日：木曜日
（祝日、春・夏・冬休み期間中は休館日なし）
NHKのテレビドラマ
「夢
千代日記」
と、
ドラマの中
で描かれる昭和20〜30
年代の懐かしい風景を再
現した展示館。

明治25年に建てられた郡役所の一つ、明治館
がリニューアル。
「出石磁器トリエンナーレ」入賞
作品展示室、懐かしい蓄音機やレコード盤が展
示されている休憩サロンなどができました。

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

〜さようなら、そして…。ありがとう〜

「余部鉄橋」写真コンテスト

（問）
明治館
TEL.0796-52-2353

万灯の湯オープン
平成16年11月23日オープン
養父市三宅821
入浴料：大人
（中学生以上）600円
3歳〜小学生 300円 3歳未満 無料
営業時間：10:00〜22:00（受付は21:30まで）
休館日：メンテナンス日は休館
・地域の農産物直売所もあります。
（問）養父市企画観光課開設準備室
TEL.079-663-5556

城崎麦わら細工伝承館オープン
平成16年11月25日オープン予定
城崎町湯島376番地
入館料：大人 300円 生徒 200円
営業時間：9:00〜17:00（入館は16:30まで）
休館日：水曜日・年末年始
（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

ビバホール

・季節ごとに景色がガラリと変わる香住町の
自然をバックに、様々な姿を見せてくれる余部
鉄橋を題材にした写真を全国から募集し、審
査・表彰します。
応募期間：平成17年1月11日（火）〜31日（月）
展示：平成17年2月
開催場所：香住町中央公民館（香住町内）
（問）
実行委員会 TEL.0796-36-1111

じばさんTAJIMA

県民芸術劇場
豊岡市成人式
「スーホの白い馬」
1月9日（日）
3月12日（土）
（問）豊岡市教育委員会
14:00開演
TEL.0796-23-1111
入場料未定
（問）
じばさんTAJIMA
（問）
養父市立養父公民館 （豊岡市大磯）
（養父市広谷）
TEL.0796-24-5551
TEL.079-664-1141
おおやホール

マインホール
吉本新喜劇＆
バラエティーショー
1月22日（土）
入場料 3,500円
ミュージカル
「じろはったん」
3月13日（日）
入場料未定
（問）
生野町民会館
（生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

マラソン・ジョギング

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

おおやホールのど自慢大会
1月30日（日）13:30開演
入場料 無料

夢ホール
夢ホールクリスマスコンサート
「JAY WALKコンサート2004」
12月23日（祝）
18:00開演
前売 4,000円
当日 4,500円
（全席自由）
夢ホール歌声広場（予選）
2月27日（日）
13:30開演
大人 500円 小人 無料

夢ホール歌声広場（決勝）
3月6日（日）
（問）
おおやホール
（養父市大屋町大屋市場） 13:30開演
大人 1,000円 小人 無料
TEL.079-669-0488

第20回兵庫・豊岡円山川マラソン大会
3月13日（日）予定
円山川沿い（総合体育館スタート）
参加料：ハーフ 3,000円
ファミリージョギング3km 無料
一般10km 2,000円
中学校3km 無料
（問）豊岡市教育委員会
TEL.0796-24-2311

第24回兵庫・山東ロードレース大会
3月20日
（日） 山東マラソンコース
参加料：一般 3,000円、高校生 2,000円、
小・中学生 5 0 0円
（問）山東町中央公民館
TEL.079-670-7300

民宿松葉ガニ昼食

ペア100組（200名様）
ご招待
・応募者の中から抽選でペア100組（200名
様）
を平成17年2月15日（火）
〜3月15日（火）
の平日限定でご招待。
交通：JR山陰本線「佐津駅」
・
「柴山駅」
・
「香住
駅」
・
「餘部駅」
応募方法：官製ハガキに
「民宿松葉ガニ昼食招
待券希望」
と明記のうえ、住所・氏名・年齢・性
別・職業・電話番号を書いてご応募下さい。又、
電子メールでも受付致しますので、官製ハガ
キの応募方法と同様事項をご記入のうえ、ご
応募下さい。
詳しくは、香住町観光協会のホームページをご
覧下さい。
http://www2.nkansai.ne.jp/org/kasumi-kanko/
（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234
応募締切：平成17年2月1日 消印有効
発表：2月上旬に厳正抽選のうえ、ご招待券の
発送をもって発表にかえさせていただきます。

ジュピターホール
第13回ジュピターホール
歌謡祭「決勝大会」
1月23日（日）
14:30開演
入場料 800円（全席指定）
参加料 1人（1組）3,500円

ふれあいタウンコンサート
兵庫県警察音楽隊ほか
2月11日
（祝）14:00開演
入場料無料（要整理券）
TAJIMAクラシックパークVol.4
〜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〜
3月12日
（土）
18:30開演
大人1,000円 小学生〜高校生
500円（全席自由）
（問）
和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

ひぼこホール
TAJIMAクラシックパークvol.4
ブラックボトムブラスバンド 茂山狂言会
3月27日
（日）14:00開演
3月10日（木）
A席3,000円
19:00開演
B席2,500円
大人 1,000円
桟敷（ペア）4,800円
高校生以下 500円
（問）
温泉町公民館
（問）
出石町文化会館
（出石町水上）
（温泉町湯）
TEL.0796-92-1870
TEL.0796-52-6222

● 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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但馬
ファンクラブ に
入会すれば、いいことづくし！
た じ ま

特典

1

但馬の情報

特典

をあなたへ！

但馬の情報を年4回
お届けします

3 豪華賞品
が当たる！

がいっぱい！

お得で便利なパスポート
但馬の観光情報や但馬内の
100以上の施設で使える割
引券付パスポートを発行！

本誌「Ｔ2」と但馬の新鮮情
報を、年4回お届けします。

特典

2

お得な特典

第2回

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（TAG）に参加
することができます。

問

題

〜下記の8問から4問を選んでください〜

たといわれるこの山の周りには、
現在スキー場などのスポーツ施
設や温泉施設が集まり、オール
シーズン楽しめる当地域の中心
的な山となっています。この山
の名前はなんでしょうか？

●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 ● 出石町 出石町のシンボルと
なっているこの建物は、明治4
できます。但し、一度答えた問題を重複して答える
年(1871年)に建設され、当時
と無効になりますので、ご注意ください。
は1時間ごとに太鼓で時(辰)を
●はがきに答えを書き込んで、住所・氏名・年齢・電話
告げていました。この建物の名
番号・会員番号を記入の上、ご応募ください。
前はなんでしょうか？
●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。
● 但東町 但東町は300年の歴
史を持つ「○○ちりめん」の発
●実施期間／平成16年12月上旬〜平成17年2月上旬まで
祥の地であり、絹の柔らかな風
●応募締切／平成17年2月10日（木）
（当日消印有効）
合いのハンカチなどがお土産と
●応募ハガキの宛先
して人気です。さて、○○に当
〒668−0044 兵庫県豊岡市山王町１１番２
８号
てはまる漢字2文字はなんでし
（財）但馬ふるさとづくり協会「ＴＡＧ」係
ょうか？

豪華賞品をもらおう

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
〒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

● 和田山町 国の重要文化財に
指定されているこの城跡は、古
城山の頂上に南北4 0 0メート
ル、東西100メートルにわたり
石垣が残り、全国屈指の山城遺
構として有名です。さて、この
山城の名前はなんでしょうか？

● 山東町 ヒメハナ公園のシン
ボルとなっているこの橋は、
「未来への架け橋」をイメージ
されています。さて、この橋の
名前はなんでしょうか？

● 朝来町 雄大なロックフィル
ダム（関西電力多々良木ダム）
の真下に位置するこの建物は、
朝来町出身の文化功労者である
淀井敏夫氏の生涯作品を屋内外
に常設展示するほか、四季折々
の企画展などを開催していま
す。さて、この建物の名前はなんでしょうか？

出題MAP

● 養父市 養父市大屋町にある

● 1等／ホテル宿泊券
湯村温泉朝野家・ホテル金波楼 ペア2組様

● 2等／松葉ガニ
● 3等／但馬の特産品

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）

Tたじま AアドベンチャーGゲーム
● 日高町 約2万年前に噴火し

よく読んでSTART

●入会手続きは

5 名様
8名様

出題問題の市町の特産品が当たります
前回の第1回但馬アドベンチャーゲーム回答
●豊岡市【コウノトリ】
●城崎町【さとの湯】
●竹野町【は
さかり岩】
●香住町
【余部鉄橋】
●村岡町
【猿尾滝】
●浜坂
町【バイカモ】
●美方町【但馬牛】
●温泉町【夢千代】
※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

この滝は、落差98メートルと
県下一を誇り「日本の滝1 0 0
選」に選定されています。さて、
この美しい滝の名前はなんでし
ょうか？

● 生野町 この湖は昭和47年に
造られた、周囲12キロ、貯水
量1800万立方メートルの人工
の湖です。ここは、ブラックバ
ス、ヘラブナなど関西の釣り場
としても有名。さて、この湖の
名前はなんでしょうか？

TAJIMA

がんばろう！但馬 -TAJIMA-

この度の台風23号の災害により被害を受けられました皆様に、心よりお見
舞い申し上げます。
（財）但馬ふるさとづくり協会は、今後も
「但馬一つ」
と
いう共通認識のもと、よりよい但馬を目指して、皆様とともに歩んでいく所
存でございます。また、ボランティアの方々をはじめ、全国の皆様には温
かいご支援を賜わり、本当にありがとうございました。
財団法人
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但馬ふるさとづくり協会

全国からたくさんのボランティ
アの方々が、泥だらけになりな
がらも、清掃活動にご尽力いた
だきました。

