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

5月
夏山開き
5月14日（土）10:30〜
養父市 ハチ高原
（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

4月

3月

妙見山名草神社 春の祭礼 青倉神社大祭
4月25日（月）
5月上旬
養父市八鹿町石原名草神社 朝来町川上 青倉神社
（問）朝来町観光協会
（問）名草神社
TEL.079-677-2114
TEL.079-662-2793

鬼子母神大祭
「出石一夜城」
4月16日（土）〜17日（日） 〜復興！出石楽市楽座〜
3月26日
（土）
〜27日
（日）
但東町赤花 法花寺
出石町大手前周辺及び町内一円
（問）法花寺
（問）出石町商工会
TEL.0796-56-0526
TEL.0796-52-2113
北前まつり
春来椿山公園まつり
第4回 清滝溶岩流まつり
生野銀山へいくろう祭り
5月3日（祝）
5月15日（日）10:00〜
4月29日（祝）
4月17日（日）
竹野町竹野浜
温泉町春来 椿山公園
日高町山宮チェーン脱着場 10:00〜15:00
（問）竹野町商工会
（問）温泉町企画観光課
（問）
日高町清滝地区公民館 生野町 史跡生野銀山
ザゼンソウ祭り
TEL.0796-47-1771
TEL.0796-92-1131
TEL.0796-45-1534
（問）生野町役場
4月初旬
TEL.079-679-2240
氷ノ山鉢伏山新緑登山大会 春のふるさと感謝祭
ミズバショウまつり
村岡町 ハチ北高原
5月15日（日）
5月3日
（祝）
10:00〜15:00 4月29日（祝）
10:00
〜15:00 河本ひょうたんまつり
（問）ハチ北高原自然協会
氷ノ山・ハチ高原・東鉢
朝来町 道の駅あさご
養父市大屋町ミズバショウ公園 4月17日（日）
TEL.0796-96-0732
（問）氷ノ山鉢伏観光協会 （問）朝来町企画振興課
入場料:250円(18歳以上) 但東町河本 本澤寺
立雲峡山開き
TEL.079-667-3113
TEL.079-677-1165
（問）大屋町観光協会
（問）本澤寺
4月上旬
TEL.079-669-1104
TEL.0796-54-0906
田結わかめまつり
三川権現大祭
和田山町竹田 立雲峡
5月中旬
5月3日（祝）9:00〜
（問）和田山町商工観光課
中嶋神社菓子祭
豊岡市 田結漁港
香住町三川 三川権現社
TEL.079-672-3301
4月17日（日）
（問）豊岡市 田結地区区長 （問）香住町観光協会
豊岡市三宅
中嶋神社
戸島よし焼まつり
TEL.0796-28-2857
TEL.0796-36-1234
（問）中嶋神社
4月上旬
第2回但馬田村草まつり
秋岡稲荷祭
TEL.0796-27-0013
城崎町戸島 円山川河川敷
5月中旬
5月3日（祝）
（問）戸島よし焼まつり実行委員会
千谷麒麟獅子舞
日高町栗栖野・東河内
美方町秋岡
日高フラワーフェスティバル
TEL.0796-32-3610
4月17日（日）
（問）神鍋観光協会
（問）美方町観光協会
4月29日（祝）
（予定）
流しびな
温泉町千谷地区
TEL.0796-45-0800
TEL.0796-97-2250
日高町祢布
4月3日
（日）
（予定）
（問）温泉町企画観光課
てっせん・クレマチス彩
大生部兵主神社春の大祭 （問）日高町役場
城崎町 大谿川
TEL.0796-92-1131
TEL.0796-42-1111
5月中旬
5月3日（祝）
（問）城崎町商工会
岩屋観音大祭
出石町魚屋 本覚寺
但東町薬王寺大生部兵主神社 白井大町公園 藤まつり
TEL.0796-32-4411
（問）出石観光協会
4月17日（日）（予定）
（問）大生部兵主神社
4月下旬
第7回 浜坂みなと
TEL.0796-52-4806
朝来町岩津 鷲原寺
TEL.0796-55-0302
和田山町白井 大町公園
ほたるいか祭り
（問）
朝来町観光協会
（問）和田山町商工観光課
但馬中央山脈縦走大会
4月9日
（土）
9:00〜12:30
TEL.079-677-2114
5月3日
（祝）
〜4日
（休）
（予定） TEL.079-672-3301
浜坂町浜坂漁港せり市場
妙見山〜蘇武山〜三川山
春季理玖子祭
（問）浜坂町観光協会
（問）養父市商工観光課
4月18日（月）
TEL.0796-82-4580
TEL.079-664-0285
豊岡市日撫 香林会館
わだやま
「竹田」お城まつり
（問）豊岡理玖子会
しょうぶ湯まつり
4月10日（日）10：00〜16：00
TEL.0796-22-3397
5月3日（祝）〜5日（祝）
瀞川稲荷まつり
和田山町竹田地区
城崎町各外湯・各旅館
5月初旬
（問）和田山町商工観光課
そば喰い大会
（問）城崎温泉観光協会
村岡町瀞川 稲荷神社
TEL.079-672-3301
4月中旬（予定）
TEL.0796-32-3663
（問）
村岡町観光協会
出石町 役場前広場
青下天神まつり
天滝まつり
TEL.0796-94-0123
（問）出石観光協会
小代渓谷まつり
5月22日（日）9:00〜
4月10日（日）10：00〜15：00
TEL.0796-52-4806
5月4日（休）
温泉町青下 青下天満宮
こどもまつり
養父市大屋町天滝公園駐車場
美方町秋岡
（問）温泉町企画観光課
5月上旬 時間未定（予定） 神鍋高原開き
（問）大屋町観光協会
（問）美方町観光協会
TEL.0796-92-1131
山東町 ヒメハナ公園
TEL.079-669-1104
4月中旬
TEL.0796-97-2250
（問）
山東町ヒメハナ公園
日高町
神鍋高原
コウノトリ但馬空港
第25回十戸清水まつり
TEL.079-676-4587
海上芝桜公園まつり
（問）日高町観光協会
開港記念事業
4月10日（日） 延期
5月5日（祝）10:00〜
TEL.0796-45-0800
5月22日（日）
日高町十戸 泉源地
あやめ月間
温泉町海上 ふるさと体験ハウス 5月上旬〜6月上旬
コウノトリ但馬空港
（問）日高町観光協会
たんとうチューリップまつり
（問）但馬空港推進協議会 （問）温泉町企画観光課
TEL.0796-45-0800
城崎町温泉街
4月中旬〜下旬
TEL.0796-92-1131
TEL.0796-24-2247
（問）城崎温泉観光協会
松岡 御柱祭（婆々焼祭）
9:00〜17:00（予定）
TEL.0796-32-3663
幟まわし
4月14日（木）（予定）
ひょうご森の祭典2005
但東町畑山
5月5日（祝）10:00〜
日高町松岡
5月29日（日）（予定）
全国しゃくなげ公園まつり 入園料:500円
出石町 出石神社
村岡町 柤大池公園
5月上旬
小中学生:200円（予定） （問）日高町観光協会
（問）出石神社
（問）村岡町農林課
美方町新屋
（問）但東シルクロード観光協会 TEL.0796-45-0800
TEL.0796-52-2440
TEL.0796-94-0321
（問）美方町観光協会
TEL.0796-54-0500
お走り祭り
TEL.0796-97-2250
4月16日(土)〜17日(日)
奈佐森林公園まつり
温泉まつり
5月下旬
4月23日（土）〜24日（日） 養父市内
（問）養父神社
豊岡市奈佐 奈佐森林公園
城崎町温泉街
TEL.079-665-0252
（問）豊岡市農政課
（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-23-1111
TEL.0796-32-3663

4月

5月

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
TEL.0796-23-1111

岸田川渓流釣り大会
4月24日（日）
温泉町 岸田川上流
（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131
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おすすめイベント
たじまのホタルまつり

たじまの桜まつり

ほたるまつり

夜桜まつり
3月下旬〜4月上旬

6月上旬（予定）

山東町役場周辺
（問）山東町観光協会
TEL.079-676-2080

城崎町木屋町通り
（問）城崎温泉観光協会
石田区ホタル祭り 6月12日（日）
（予定） TEL.0796-32-3663
朝来町石田地区
桜まつり
4月上旬 12:00〜（予定）
（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-2114
山東町ヒメハナ公園
さのうホタル祭り 6月12日（日）
（予定） （問）山東町観光協会
TEL.079-676-2080
朝来町さのうコミュニティーセンター
（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-2114

ほたる祭り 6月中旬〜下旬（予定）
養父市奥米地
（問）
ほたる祭り実行委員会
TEL.079-665-0586

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

記念講演＆特別企画展

風太郎祭

（日）
ノビアホール(講演会)
山田風太郎記念館(特別企画展)／養父市関宮

森まゆみ氏

立雲峡桜まつり
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

桜まつり 4月上旬
出石町役場前広場
（問）出石観光協会
TEL.0796-52-4806

3月

13日

関川夏央氏

生前山田風太郎氏と交流のあった作家、森ま
ゆみ氏と関川夏央氏を迎えて、「風太郎文学
や風太郎の人となり」について講演とトーク
をおこないます。また、風太郎の会の会員の
案内で、山田風太郎ゆかりの地(出石町や生
家など)をめぐります。
○午前の部:風太郎ゆかりの地めぐり。9:00
記念館前集合。先着50名様。
○午後の部:13:30開場。森まゆみ氏、関川
夏央氏の講演と、お二人のトーク。
○参加費
全日:2,000円(昼食、記念館入館料含む)
講演会のみ:500円(記念館入館料含む)

特別企画展「山田風太郎の豊岡時代〜豊中文芸誌〜」
3月13日(日)〜4月30日(土) 9:00〜17:00 入館料:200円
参加申込・お問い合わせ
山田風太郎記念館 TEL.079-663-5522

6月

施設の催し物
●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。

あじさいまつり
6月26日（日）
但馬文教府
竹野町須谷 円通寺
兵庫県立4年制高齢者大学 （問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111
みてやま学園学生募集
募集締切 3月15日（火）
3,000円 定員90名程度
但馬文教府みてやま学園
大学院学生募集
募集締切 3月15日（火）
6,000円 定員30名

竹田寺町通花しょうぶ祭
6月上旬〜中旬
但馬牧場公園
但馬ドーム
和田山町竹田殿町(寺町通)
（問）和田山町商工観光課
'04 但馬 牛まつり 写真展 第14回山陰オープン
TEL.079-672-3301
4月16日（土）〜5月8日（日） ゲートボール
4月2日
（土）
〜3日
（日）
レンタルゆかた
9:00〜17:00
4月4日（月）〜5日（火）
6月上旬〜9月
春季オープニングイベント
城崎町温泉街
（問）
兵庫県ゲートボール連合
「春の装いフェア」
（問）
城崎温泉観光協会
4月17日（日）10:30〜15:00 TEL.0792-92-8900
TEL.0796-32-3663
第11回神鍋ジュニアサッカー
宝探し（第1回）
第6回きのさき温泉
スプリングカーニバル
YOSAKOIまつり
4月24日（日）11:00〜
5月3日（祝）〜5日（祝）
6月4日（土）12:30〜
（問）
県立但馬文教府
羊の毛刈り体験（第1回）
（問）株式会社ニチレク
城崎町温泉街
（豊岡市妙楽寺）
4月29日（祝）13:30〜
TEL.06-6243-3351
参加費一般:1チーム1万円、
TEL.0796-22-4407
ジュニア:1チーム5千円
ゆりまつり
TAJIMADOME
さかなのつかみ取り
但馬全天候運動場
（問）城崎町商工会
フェスティバル2005
6月下旬
5月1日（日）10:00〜
春の花
寄せ植え講習会
TEL.0796-32-4411
竹野町奥須井 長養寺
5月29日（日）
羊の毛刈り体験（第2回）
4月17日
（日）
（問）
竹野町産業観光課
鼻かけ地蔵尊祭
第49回兵庫県高等学校
5月3日（祝）13:30〜
TEL.0796-47-1111
参加費
1,000円
6月5日（日）
総合体育大会ソフトボール競技
城崎町楽々浦
羊の毛刈り体験（第3回）
6月3日（金）〜6日（月）
第11回春季グラウンドゴルフ大会 ラベンダー祭り
（問）城崎町まちづくり課
5月4日（休）13:30〜
6月下旬 10:00〜
（問）日高高等学校 木山様 4月26日（火）
TEL.0796-32-0001
出石町
片間ふれあい農園
TEL.0796-42-1133
参加費 1チーム 2,500円
羊の毛刈り体験
（第4回）
湯村温泉まつり
（問）出石観光協会
5月5日（祝）13:30〜
兵庫県ねんりんソフトボール （問）但馬全天候運動場
6月5日（日）
TEL.0796-52-4806
交流大会
（養父市八鹿町国木）
そば打ち体験（第1回）
温泉町 湯村温泉街
6月25日（土）
〜26日（日） TEL.079-663-2021
（問）温泉町観光協会
5月15日（日）11:00〜
（問）
但馬ソフトボール協会
TEL.0796-92-2000
あさご芸術の森美術館
かしわ餅づくり教室
板坂様
久斗山創造の森祭り
町から市へ
5月22日（日）13:30〜
TEL.0796-96-0018
円山川公苑
6月5日
（日）
10:00〜14:00
-朝来を育てる作家たち展模型飛行機大会
浜坂町久斗山 創造の森
（問）県立但馬ドーム
ボートヤードオープン
3月5日（土）〜4月10日（日）
（問）浜坂町産業観光課
6月5日（日）10:00〜
（日高町名色）
3月26日（土）
紙の動物園展
TEL.0796-82-3111
T E L .0796-45-1900
竹細工教室
4月23日（土）〜5月29日（日） （問）県立円山川公苑
全日本かくれんぼ大会
6月12日（日）10:00〜
（豊岡市小島）
但馬高原植物園〜瀞川平〜
6月12日（日）10:00〜
21世紀へのメッセージ
TEL.0796-28-3085
木工教室
温泉町 湯村温泉街
新緑まつり
作家の視点展
参加費 大人2,000円
6月19日（日）10:00〜
5月22日（日）
6月4日（土）〜7月10日（日）
（問）温泉町企画観光課
11:00〜お茶会
そば打ち体験（第2回）
TEL.0796-92-1131
13:30〜癒しの森コンサート （問）あさご芸術の森美術館
6月26日（日）11:00〜
奥赤あじさいまつり
大人500円小中学生100円 （朝来町多々良木）
9:00〜17:00
6月18日（土）〜19(日)
（問）むらおか振興公社
（問）県立但馬牧場公園
大人500円高大生 300円
但東町奥赤地区内
（村岡町和池）
小中学生 200円
（温泉町丹土）
（問）
但東シルクロード観光協会
TEL.0796-96-1187
TEL.0796-92-2641
TEL.079-670-4111
TEL.0796-54-0500
※旧市町名で掲載しています。4月1日以降は、合併により連絡先等が変わる場合がありますのでご注意ください。
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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

●4月1日新市町誕生！

黒川温泉

新生「豊岡市」誕生！

○泉質:アルカリ性単純温泉
○効能:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動
麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢
性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲
労回復、健康増進など
○料金:大人600円,子供300円,幼児100円
○営業時間:10:00〜19:00（10月〜4月）
10:00〜20:00（5月〜9月）
定休日:毎週水曜日（祝日営業）
(問)生野町 黒川温泉 TEL.079-679-2067

豊岡市、城崎郡城崎町・竹野町・日高町、
出石郡出石町・但東町の1市5町は、平成
17年4月1日より新生「豊岡市」となります。
旧豊岡市をのぞく4町の住所表記は、郡名
部分が「豊岡市」に変わります。

「朝来市」誕生！
朝来郡朝来町、生野町、和田山町、山東町
の4町は、平成17年4月1日より、
「朝来市」
となります。これにより、生野町、和田山
町、山東町の住所表記は、
「朝来郡」の部分が
「朝来市」に変わります。朝来町は「朝来郡
朝来町」の部分が「朝来市」に変わります。

「香美町」誕生！
美方郡美方町・村岡町、城崎郡香住町の3
町は、平成17年4月1日より、
「香美町」と
なります。住所表記は、美方郡美方町が
「香美町小代区」に、美方郡村岡町が「香美
町村岡区」に、城崎郡香住町が「香美町香
住区」にそれぞれ変わります。

「JR城崎温泉駅」誕生
3月1日より、JR城崎駅がJR城崎温泉駅に
改称されました。

全日本かくれんぼ大会 参加者募集
6月12日(日)開催 9:00受付 10:00開会
※雨天決行
参加者が「おに」になり、温泉街にひそむ
「隠れ人」を捜します。見つけた人も見つけ
られなかった人も、ステキな賞品がもらえ
るかも。海外旅行ペアご招待、湯村温泉ペ
ア宿泊券、その他豪華賞品。
参加資格:温泉町外の方ならどなたでも可
※但し、小学3年生以下は保護者の同伴が必要
参加費:大人2,000円、小人1,000円
申込締切:平成17年4月1日〜5月9日必着
但し、定員500名になり次第締切。
（問）温泉町役場企画観光課内
全日本かくれんぼ協会事務局
TEL.0796-92-1131

1/24リニューアルオープン

○料金:大人500円,高齢者400円,子供250円
○利用時間:9:30〜21:00
○休館日:月曜日,年末年始
○但馬で唯一水中ウォーキング専用のコース
を設置。4月からは水泳教室を開講します。
（問）出石町B&G海洋センター
TEL.0796-52-5511

但馬国府・国分寺館 3/26オープン
国道312号日高バイパスと国道482号が交
わる祢布ヶ森遺跡、国史跡・但馬国分寺跡に
隣接する場所に、但馬国府と但馬国分寺をメ
インテーマにした、
全国でも珍しい博
物館が誕生します。
○料金:一般5 0 0円
(400円)、高校生
200円(150円)、
小中学生 1 5 0円
(100円)。
（ ）は団体料金。日高町内の学校
に通学する児童・生徒は無料。
○開館時間:9:00〜17:00（入館は16:30）
○休館日:水曜日,年末年始
（問）
日高町教育委員会社会教育課
TEL.0796-42-1111

但馬文教府・但馬生活創造情報プラザ
4月リニューアルオープン
県民の生活創造活動や地域づくり活動を
総合的に支援するための生活創造情報プラ
ザが、リニューアルオープンします。保育
ルームも併設。グループ活動などでご利用
ください。
また、テレビ・ラジオを利用して授業を行
う文部科学省及び総務省所轄の放送大学セ
ンター外視聴施設「但馬教室」(仮称)が但
馬文教府内に開設されます（5月予定）
。
（問）県立但馬文教府（豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407

第6回きのさき温泉YOSAKOIまつり
参加者募集
6月4日
（土）開催 12:30〜
参加費:一般（年齢不問）１チーム１万円
ジュニア（中学生以下）１チーム5千円
申込締切:3月31日（木）まで
(問)城崎温泉YOSAKOIまつり実行委員会
TEL.0796-32-4411（城崎町商工会）

じばさんTAJIMA
夢ホール
第6回アマチュアスーパーライブ 国際ソロプチミスト
湯村記念vol.6
チャリティーバザー
5月1日（日）12:30開演 4月29日（祝）
一般500円 学生300円 （問）中沢様
（当日300円増）
TEL.0796-52-5803
（問）
温泉町公民館
（温泉町湯）
TEL.0796-92-1870

出石Ｂ＆Ｇ海洋センター
温水プール 3/1オープン

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

豊岡市民会館
※15歳未満の方のご入場は
綾小路きみまろ
ご遠慮下さい。
お笑いトークライブ
（問）
豊岡市民会館
5月29日（日）
（豊岡市立野）
15:00〜
TEL.0796-23-0255
全席指定 4,500円

マラソン・ジョギング
第19回浜坂町麒麟獅子マラソン大会
・5月22日（日） 8:00受付 9:00開会
・浜坂町浜坂 北小学校グラウンド
◎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・3km1,000円
・申込締切／4月15日（金）
（問）マラソン大会実行委員会
TEL.0796-82-4512

第20回たたらぎダム湖マラソン大会
・6月5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9日（月）
（問）朝来町中央公民館
TEL.079-677-1165

みかた残酷マラソン全国大会
・6月12日
（日） 美方町町内
・参加料／3,300円
◎24km町内各所をかけめぐる周回コー
ス町道・林道を利用したうねりのある
ハードコース
・申込締切／4月30日（土）
（問）美方町地域連携センター
TEL.0796-97-3966 FAX.0796-97-2434

ノビアホール
風太郎祭
講演会＆トーク
「山田風太郎の人となり」
5月21日（土）
『おおかみと７ひきのこやぎ』
[2回公演]
3月13日（日）
6月4日（土）
昼の部 14:30〜
14:00開演
[2回公演]
夜の部 18:30〜
パネラー：森まゆみ氏、
朝の部 10:30〜
S席 6,000円
関川夏央氏
昼の部 14:00〜
A席 5,000円 全席指定 大人 1,500円
入場料500円
（問）山田風太郎記念館
子供
1,000円
岡本真夜 Mayo Okamoto
（3歳〜中学生） 全席指定 TEL.079-667-5522
Tour 2005
ジュピターホール
コロッケ爆笑ものまね
劇団銀河鉄道のぬいぐるみ
ステージ
ミュージカル

6月25日（土）
[1回公演] 18:30〜
5,800円 全席指定

（問）
和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

● 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。
旧市町名で掲載しています。4月1日以降は、合併により名称・連絡先等が変わる場合がありますのでご注意ください。

（問）
養父市関宮公民館
（養父市関宮）
TEL.079-667-3266
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あなたも但馬通になれる！
但馬ファンクラブに入会して、
いっぱいトクしちゃおう！
特典1

特典 2

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。

●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）

お得で便利なパスポート

●会費／1年会員

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。

3年会員

1,000円（1年間有効）
3,000円（3年間有効）

※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
前回の第2回但馬アドベンチャーゲーム回答

●日高町【神鍋山】●出石町【辰鼓楼】●但東町【但馬】
●養父市【天滝】●生野町【銀山湖】
●和田山町【竹田城（虎臥城）
】●山東町【ヒメハナ橋
（ブリッジ）
】●朝来町【あさご芸術の
森美術館】 ※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

2005年4月より特典１が新しく変わります！

お好きなコースが選べる！
「但馬とくとく便」をお届け！
1年会員様には4コース！（1,000円分）
※送料込み
◆Aコース
【但馬情報直送便】
但馬の情報誌
「Ｔ２」
をはじめ、但馬
の各種イベントなどを、年4回情報
満載にしてお届けいたします。

「但馬とくとく便」の中
から、ファンクラブ入
会時にお好きなコース
を選択してね！

3年会員様には3コース！（3,000円分）
※送料込み
◆Bコース
【出石そば４人前セット】
300年の歴史をもつ「皿そば」
で有名な出石町から、伝統ある
「三たて」
の製法で作られた生そ
ば４人前セット。
●内容物

生そば180g×２箱
（４人前）

◆Eコース
【但馬情報直送便】
但馬の情報誌「Ｔ２」
をはじめ、
但馬の各種イベントなどを、年
4回
（3年間）
情報満載にしてお
届けいたします。

◆Cコース
【但馬牛ビーフカレー】
但馬牛の里・美方町から、良質の但馬
牛の肉を贅沢に使用した高級但馬牛の
ビーフカレー。
●内容物
レトルトパック１人前
（200g）

◆Fコース
【海の幸セット】
日本海の荒波が育てた海の幸。
●内容物 塩辛3本セット
【イカ・ウニ・タコ】
（各80g×3個入）
、白いかのこうじ漬
（215g）
、
のり佃煮（220g）
、山椒しじみ
（140g）

◆Gコース
【山の幸セット】
◆Dコース
【但馬の地酒】
幸せをはこぶコウノトリ翔る豊岡か
ら、但馬の地酒「超特撰大吟醸 鸛」を
お届けします。
●内容物
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500ml×１本

緑豊かな但馬の里から、厳選さ
れた山の幸。
●内容物 青まめ味噌（750g）、但馬牛カ
レー【レトルトパック】
（180g×2袋）
、たく
あん一本漬、細竹たまり漬（400g）
、とち餅
※商品内容は一部変更になる場合があります。

