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

8月

7月

第13回大谿川納涼灯籠流し 第30回城崎温泉
日高夏祭り
但馬牛まつり感謝祭
海開き行事
ふるさと祭り
（ゆかたの日） 7月23日（日）
7月1日（土）
8月22日（火）
・24日
（月） 「灯篭絵巻」
香美町香住区 各海水浴場
7月15日（土）〜
8月4日（金）
豊岡市 城崎温泉街
豊岡市 江原駅周辺
19：30〜22：00
（問）香住町観光協会
豊岡市 城崎温泉街
（問）城崎町商工会
（問）日高町商工会
新温泉町 湯村温泉街
TEL.0796-36-1234
（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411
TEL.0796-42-1251
（問）新温泉町振興課
TEL.0796-32-4411
第19回兵庫県知事杯争奪
朝来市和田山夏まつり
万燈の火祭り
TEL.0796-92-1131
フィールドゴルフ大会
和田山地蔵祭
7月24日（月）
村岡ふる里祭り
寺内ざんざか踊り
7月2日（日）
8月22日（火）
・23日
（水） 8月5日（土）
香美町香住区三谷
7月16日（日）
14：00頃〜 豊岡市但東フィールドゴルフ場
朝来市和田山町東河橋下流 香美町村岡区 村岡商店街 矢田川河川敷
朝来市和田山町寺内
（問）
但東シルクロード観光協会
（問）和田山町観光協会
（問）村岡町商工会
（問）香住町観光協会
山王神社ほか
TEL.0796-54-0500
TEL.079-672-4003
TEL.0796-36-1234
TEL.0796-94-0706
（問）和田山町観光協会
薬師祭
湯村の火祭り
第4回城崎温泉湯流れ万灯 たけのファンタジー・ナイト TEL.079-672-4003
7月9日（日）
8月24日（木）
ビーチフェスタ
清竜の滝まつり
8月5日（土）〜7日（月）
豊岡市但東町栗尾 松禅寺
18：30〜20：30
7月25日（火）
〜30日（日） 7月16日（日）
豊岡市 城崎温泉街
（問）
但東シルクロード観光協会
新温泉町 湯村温泉街
豊岡市但東町西谷 清竜の滝 TEL.0796-54-0500
（問）城崎町商工会
豊岡市 竹野浜海水浴場
（問）温泉町観光協会
（問）
但東シルクロード観光協会 猿尾滝まつり
TEL.0796-32-4411
（問）たけの観光協会
TEL.0796-92-2000
TEL.0796-54-0500
TEL.0796-47-1080
7月9日（日）
第31回神鍋火山まつり
愛宕の火祭り
気比の浜大宝探し大会
香美町村岡区日影 猿尾滝
第9回いきいき浜坂商店街
8月6日
（日）
8月27日（日）予定
7月17日（祝）10：30〜 （問）香美町村岡観光協会
納涼祭
豊岡市
神鍋山周辺
豊岡市 伊福部神社
豊岡市 気比の浜
TEL.0796-94-0123
7月29日（土）
（問）但馬國出石観光協会 （問）神鍋観光協会
（問）実行委員会事務局
18：00〜21：00
TEL.0796-45-0800
TEL.0796-52-4806
TEL.0796-22-8111
新温泉町 浜坂商店街
平田自然村サマーキャンプ （問）浜坂町商工会
但東芸能発表会
クラブカップTOYOOKA
8月下旬
8月6日（日）〜8日（火）
2006卓球大会（仮称）
TEL.0796-82-1152
豊岡市 但東市民ホール
豊岡市但東町 平田自然村
7月17日（祝）
上山高原ふるさと館
（問）但東教育委員会
豊岡市 豊岡市立総合体育館
（問）但東教育委員会
グランドオープン
TEL.0796-54-1020
（問）豊岡市国体推進課
TEL.0796-54-1020
7月29日（土）13：00〜
TEL.0796-26-1330
気比の浜海開き
新温泉町 上山高原ふるさと館
神鍋ジュニアサッカー
7月10日（月）
（問）上山高原エコミュージアム 夏物語・夢ひろば
サマーカーニバル
豊岡市 気比の浜
7月2
0日
（木）
〜8月2
9日
（火）
〜15日（火） TEL.0796-99-4600
（問）
気比の浜観光開発協会
お月見グラウンドゴルフ大会 8月13日（日）
豊岡市 城崎温泉街
豊岡市 県立但馬ドーム他
たけの海上花火大会
TEL.0796-28-2101
9月上旬
（問）城崎温泉観光協会
7月30日（日）
豊岡市 但東スポーツ公園 （問）神鍋観光協会
2002年ワールドカップ
TEL.0796-32-3663
豊岡市 竹野浜海水浴場
TEL.0796-45-0800
（問）但東教育委員会
サン ストーク アベニュー 公認キャンプ候補地認定記念事業
（問）実行委員会事務局
TEL.0796-54-1020
7月中旬
夏のふれあい夜市
豊岡盆おどり大会
たけの観光協会
第4回観月と童謡の夕べ
7月20日（木）
・27日（木） 豊岡市 神鍋高原芝生グラウンド
8月14日（月）
・15日
（火） TEL.0796-47-1080
（問）神鍋観光協会
豊岡市 豊岡駅通商店街
9月8日（金）
豊岡市 豊岡小学校校庭
（問）
豊岡駅通商店街振興組合 TEL.0796-45-0800
豊岡市 城崎温泉街
（問）
豊岡盆おどり大会実行
TEL.0796-23-2367
第48回円山川くだり納涼船
（問）城崎町商工会
委員会事務局
7月中旬17：30〜20：30
TEL.0796-32-4411
浜坂ふるさと夏まつり
盆おどり
豊岡市 円山川小島岸壁
花火大会
のじぎく兵庫国体
8月14日（月）
〜16日（水）
（問）豊岡観光協会
7月21日（金）
大会旗・炬火リレー
豊岡市 四所神社前広場
TEL.0796-22-8111
19：00〜21：00
9月16日（土）
・17日（日）
・ （問）城崎温泉観光協会
新温泉町 浜坂県民サンビーチ ラベンダーフェスティバル
18日（月）
・23日（祝）
TEL.0796-32-3663
（問）浜坂町商工会
7月中旬
但馬一円
TEL.0796-82-1152
養父市 東鉢伏高原
中畑山ひまわりまつり
（問）各市町国体担当課
（問）東鉢伏高原体験村
朝来市生野夏祭り
8月中旬
TEL.079-667-8389
7月22日（土）18：00〜
豊岡市但東町畑山
朝来市 生野小学校グラウンド 日本・モンゴル民族博物館
（問）
但東シルクロード観光協会
（問）生野町観光協会
第32回企画展 おもちゃで
柳まつり
TEL.0796-54-0500
TEL.079-679-2222
たどる昭和史
8月1日（火）
・2日
（水）
朝来市あさご夏祭り
豊岡市 市街地・総合体育館 第29回香住ふるさとまつり 7月中旬〜9月末
8月16日（水）
7月22日（土）
・23日
（日） 豊岡市但東町
前広場
日本・モンゴル民族博物館
朝来市朝来体育館とその周辺 （問）豊岡商工会議所
香美町香住区 香住浜一帯 （問）
TEL.0796-56-1000
（問）香美町産業部観光課
（問）朝来支所地域振興課
TEL.0796-22-4456
TEL.0796-36-1111
TEL.079-677-1166
豊田七夕まつり
はすまつり
但州湯島の盆
8月1日（火）
・2日
（水）
朝来市山東夏祭り
7月23日（日）
9月23日（祝）
8月18日（金）
・19日（土） 豊岡市 豊田商店街
豊岡市竹野町三原
豊岡市 城崎温泉街
（問）豊田商店街振興組合
朝来市 梁瀬小学校周辺
（問）竹野総合支所総務課
TEL.0796-22-2647
（問）城崎町商工会
（問）
山東支所地域振興課
TEL.0796-47-1111
TEL.0796-32-4411
TEL.079-676-2080
西日本医科学生ラグビー大会 竹田松明祭り
荒湯天狗祭り
8月1日（火）〜11日（金） 7月23日（日）
宝の道七福神大祭
神鍋少年サッカー大会
19：30頃〜 7月15日（土）
9月23日（祝）
8月18日（金）
〜20日（日） 豊岡市 県立但馬ドーム
朝来市 朝来市和田山町
16：00〜22：00
芝生グラウンド他
豊岡市但東町大河内楽音寺 豊岡市 県立但馬ドーム他
竹田朝来橋下流
新温泉町 湯村温泉街
（問）
但東シルクロード観光協会 （問）神鍋観光協会
（問）神鍋観光協会
（問）和田山町観光協会
（問）温泉町商工会
TEL.0796-54-0500
TEL.0796-45-0800
TEL.0796-45-0800
TEL.079-672-4003
TEL.0796-92-1856

9月

8月

14

E

おすすめイベント
かなや

銀谷まつり

9月

朝来市生野町 鍛冶屋町通り周辺
10：00〜16：00

24日
（日）

大正から昭和初期に建てられた民家が数軒残
る鍛冶屋町通りが歩行者天国になります。民
家を開放した各種展示や、昔の銀山食堂のメ
ニューが味わえるコーナーなどがあります。
（問）
朝来市生野支所地域振興課
TEL.079-679-5802

スカイ・レジャー・ジャパン'06 in 但馬

コウノトリ但馬空港
フェスティバル

木の殿堂

ゆらゆら人形組み木教室
7月16日（日）10：00〜・13：30〜
参加料 1,000円
昇り人形組み木教室
8月27日（日）10：00〜・13：30〜
参加料 1,000円
段飾りひな人形組み木教室
（第1回/全4回）
9月10日（日）13：00〜
参加料 3,000円
組み木絵額教室
9月24日（日）10：00〜・13：30〜
参加料 2,500円
（問）
木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388
但馬長寿の郷
ふるさと庵四季行事
「七夕まつり」
7月〜8月
展示／9：00〜17：00
まごころ風鈴ロード
7月〜8月
ひょうごユースセミナー
サマースクール
7月〜8月 ※要申込
カブトムシ探検隊パート2
7月30日（日）
10：30〜12：30
ふれあいの棚田
農作業体験と収穫の恵み
8月〜9月 ※要申込
秋の里山ミニハイキング
9月中旬
（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456
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かえる島絵馬祈願

7月

5・6日

香美町香住区 今子浦海水浴場
10：00〜

17日

（土）
・
（日）

豊岡市 コウノトリ但馬空港
国内最大級のスカイレジャーの祭典です。熱気
球、小型航空機、ヘリコプター、グライダー、パ
ラグライダー、自作航空機など多彩な機種が登
場、空中ショーを繰り広げます。但馬の特産・
名産品が大集合！
（問）実行委員会事務局 TEL.0796-23-1401

施設の催し物
小黒三郎氏の組み木教室
（企画展と合同開催）
7月1日
（土）
13：30〜及び2
日（日）10：00〜 初級コース
参加料 2,000円（2日間）
7月2日（日）13：30〜
上級コース 参加料 1,000円

8月

（祝）

先着50名様にかえる絵馬プレゼント。かえ
るのぬいぐるみを遠くまで飛ばし、距離を競
う
「かえる飛ぶ？大会」や、過去１年間のかえ
る絵馬の焼納、バーベキューのサービスがあ
ります。
（問）
香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

●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。

但馬牧場公園

あさご芸術の森美術館

但馬高原植物園〜瀞川平〜

円山川公苑

来て、見て、びっくり
「紙わざの
ラベンダー収穫祭（第1回） 池田宗弘展
涼風まつり
世界展」〜素材の持つ美術力〜
7月16日（日）10：00〜
7月17日（祝）
〜ダムの風に吹かれて〜
（土）
〜7月9日
（日） 第4回草花と木の名前講習会 7月8日（土）〜10月15日（日）
ラベンダー収穫祭（第2回） 5月13日
9：00〜17：00
7月17日
（祝）
10：00〜
矢口高雄展
7月23日
（日）
9：30〜11：00 大人 350円小人 150円
親子マッチグランドゴルフ 〜山に戯れ風と遊ぶ〜
第5回草花と木の名前講習会 円山川カヌースクールレベル2
7月23日（日）13：30〜 7月15日
（土）
〜9月3日
（日）
8月20日
（日）
9：30〜11：00 7月9日（日）10：30〜15：00
そうめん流し
（第1回）
のじぎく兵庫国体
第6回草花と木の名前講習会 参加料 4,000円
8月5日（土）11：00〜
記念スポーツと芸術展
9月17日（日）
9：30〜11：00 プールオープン
そうめん流し
（第2回）
9月9日
（土）
〜10月9日
（祝）
7月15日（土）〜8月31日（木）
8月6日（日）11：00〜
（問）むらおか振興公社
10：00〜19：00
（問）あさご芸術の森美術館 （香美町村岡区和池）
デジタルカメラ写真展
大人 250円小人 120円
（朝来市多々良木）
9:00〜17:00
8月12日（土）
〜30日（水）
9:00〜17:00（入場16:30迄） 大人 500円 高校生 400円 山陰海岸 シーカヤックツアー
うどん打ち体験
大人 500円高大生 300円 小中学生 100円
7月16日（日）
・30日
（日）
8月20日（日）10：30〜
小中学生200円
8月20日（日）
TEL.0796-96-1187
但馬牛のブラッシング体験(第1回) TEL.079-670-4111
9：30集合〜16：00帰着
9月3日（日）13：30〜
兎和野高原野外教育センター
参加料 各9,000円
牛は力持ち
但馬文教府
初めての親子キャンプ
基礎からはじめる
9月10日（日）13：30〜
・オートキャンプ編
油彩画教室（全12回）
ひょうごユースセミナー
2006但馬牛の絵画展
7月17日
（祝）
〜12月17日
（日）
7月26日
（水）
〜28日（金） ・ゆったり、のんびり編
7月8日（土）〜9日（日）
9月13日
（水）
〜9月24日
（日）
14：00〜16：30
平成18年度 但馬美術展
定員 各50名
参加料 13,000円
宝探し
8月2日（水）〜21日（月）
9月18日（祝）11：00〜
きのこ観察会
9：00〜17：00
水泳教室
9月30日（土）
〜10月1日
（日） 7月25日（火）〜8月2日（水）
第13回但馬「牛まつり」 平成18年度
9月24日
（日）
9：00〜15：00 科学する但馬の子ども作品展 （問）兎和野高原野外教育 （7/29，30，8/1除く）
クラゲコース 11：00〜11：55
9月16日
（土）
〜27日（水） センター
サンマコース
13：30〜14：30
9：00〜17：00
（香美町村岡区兎和野）
イルカコース 15：00〜16：00
TEL.0796-94-0211
（問）
県立但馬文教府
参加料 各コース4,000円
（豊岡市妙楽寺）
ファミリーカヌースクール 円山川カヌースクールレベル1
TEL.0796-22-4407
・9月17日（日）
8月14日（月）
10：30〜14：45 7月29日（土）
（問）県立但馬牧場公園
10：30〜15：00
参加料
コウノトリの郷公園
（新温泉町丹土）
大人2,500円小人 1,500円 参加料 各4,000円
TEL.0796-92-2641
特別観察会
水泳教室
アートワークショップ
「放鳥コウノトリ 1」
但馬全天候運動場
8月8日
（火）〜8月11日（金）
7月17日（祝）9：00〜12：00 「紙わざに挑戦」
及び8月17日
（木）
・18日
（金）
第9回親睦
8月20日（日）
コウノトリ講座
クラゲコース 11：00〜11：55
グラウンドゴルフ大会
午前の部 9：30〜12：00
7月30日（日）9：00〜12：00 午後の部 13：00〜15：30 サンマコース 13：30〜14：30
7月4日（火）
イルカコース 15：00〜16：00
参加料1チーム3,000円
特別観察会
「夜のいきもの」 参加料 各部 1,000円
参加料 各コース4,000円
8月1
8日
（金）
19：
3
0〜21：
0
0
いきいきドームまつり
円山川カヌースクールレベル2
ショートカヌースクール
コウノトリ講座
ドーム DE シネマ
9月18日
（祝）
10：30〜15：00
8月13日
（日）
・15日
（火）
9月30日（土）9：00〜12：00 参加料 9,000円
7月29日（土）
午前の部 10：00〜12：00
（問）但馬全天候運動場
午後の部 13：15〜15：15
（問）
県立コウノトリの郷公園 （問）県立円山川公苑
参加料各部大人1,500円、
（養父市八鹿町国木）
（豊岡市小島）
（豊岡市祥雲寺）
小人750円
TEL.079-663-2021
TEL.0796-23-5666
TEL.0796-28-3085

ニュース

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

6/25 全日本紙飛行機選手権大会
但馬予選会参加者募集
紙飛行機の滞空時間の長さを競います。当日
申込でどなたでも参加できます。参加費500
円。県立但馬ドームにて。
（問）紙飛行機を飛ばす会但馬支部代表
TEL.0796-22-3244（内藤さん）

来春、
「但馬検定」
を実施します。
2007年3月、
「但馬観光自然文化検定試験」
（但馬検定）
の開催を予定しています。あなた
も但馬の自然や歴史、文化等あらゆることを
網羅した 但馬通 になりませんか。
（問）但馬ふるさとづくり協会
TEL.0796-24-2247
養父市立八鹿文化会館
養父市吹奏楽祭
9月24日（日）
入場料、開演時間未定

北近畿豊岡自動車道
春日和田山道路まもなく開通！
道の駅
「但馬のまほろば」今秋オープン！
「のじぎく兵庫国体」
前に開通予定の北近畿豊
岡自動車道・春日和田山道路。新たな道の駅
「但馬のまほろば」の整備も順調に進んでい
ます。ここには南
但馬の歴史・文
化遺産を展示す
るセンターも併
設され、地域の
交流拠点として
の活用も期待さ
れています。

夢ホール

県民芸術劇場
ミュージカルショー
「コーラス・ア・ラ・カルト」
14:00開演
（問）
養父市立八鹿文化会館 7月30日（日）
親子ペア1,500円、大人
（養父市八鹿町八鹿）
1,000円、小人800円
TEL.079-662-6141
当日300円増

※申込締切 6月30日（金）必着
※参加費 １人3,500円
（ファミリージョギングは１家族3,500円）
競技以外に数々のイベントを開催予定
（問）マラソン大会事務局
（教育委員会日高分室）
TEL.0796-42-1111

和田山ジュピターホール
ASAGOシティーパーク
ブラック・ボトム・ブラス・バンド
演奏会
9月16日（土）18:30開演
大人1,500円、小学生〜高
校生まで500円
（全席指定）
※友の会7/8（土）〜
一般7/15（土）〜前売

宝くじ文化公演
「吉本バラエティーショー」
第7回ビバホール
9月2日（土）18:30開演
チェロコンクール
大人2,000円、高校生以下
一次予選
（19・20日）
、二次
1,000円 当日300円増
予選（21日）
、本選
（23日）
7月19日（水）
〜21日
（金） （問）新温泉町温泉公民館
入場無料
（新温泉町湯）
23日（日）入場料 500円 TEL.0796-92-1870
（問）
養父市立養父公民館
（問）
朝来市和田山ジュピターホール
ひぼこホール
（養父市広谷）
（朝来市和田山町玉置）
TEL.079-664-1141
中野勘太郎一座
TEL.079-672-1000
豊岡市合併記念公演
豊岡市民プラザ
大石りく
「女忠臣蔵」
生野マインホール
7月9日（日）
プラザ寄席「ふれ愛亭」
人形劇団ポポロ
7月23日（日）19:00開演 昼の部…13:30開演
「14ひきのかぼちゃ」
一般5 0 0円、高校生以下 夜の部…18:30開演
300円、シルバー（65歳 A席1,500円、B席1,000円、 7月30日（日）14:00開演
大人1,000円、子供500円
桟敷席（ペア）
2,400円
以上）300円
※6/1〜チケット発売
宝くじ文化公演
当日500円増
「吉本爆笑バラエティ」
高校生のための
伍代夏子カラオケステージ
9月3日（日）15:00開演
演劇ワークショップ
7月23日（日）
入場料未定
8月9日（水）〜11日（金） 昼の部…14:00開演
第3回高校生バンド・バトル 夜の部…17:00開演
（問）朝来市 生野マインホール
8月19日（土）13:30開演 A席3,800円、B席3,500円、 （朝来市生野町口銀谷）
入場無料
桟敷席
（ペア）
6,400円
TEL.079-679-4500
県立ピッコロ劇団ファミリー劇場 当日500円増
「不思議の国のアリスの帽 ※未就学児の入場不可
ノビアホール
子屋さんのお茶の会」
デューク更家の健康美ウォ
9月2日（土）14:00開演 （問）出石文化会館
ーキング講演会＆レッスン
前売一般1,300円、高校生 （豊岡市出石町水上）
7月2日
（日）
13:30開演（予定）
8 0 0円、中学生以下5 0 0 TEL.0796-52-6222
大人2,000円、高校生以下
円、親子ペア
（中学生以下）
1,000円（全席指定）
あさご・ささゆりホール
1,500円（前売のみ）
当日500円増
※7/1〜チケット発売
あさご音楽祭2006
※5/20〜チケット発売、託
当日300円増
8月6日（日）〜12日（土）
児有（要事前申込）
池長一美 JAZZ LIVE
県立ピッコロ劇団ファミリー劇場
ひょうごふれあいの祭典
9月17日（日）19:00開演
「不思議の国のアリスの帽
農村歌舞伎祭INやぶ
前売一般シングル2,000円
子屋さんのお茶の会」
9月3日
（日）
13:30開演
（予定）
ペア3,500円（前売のみ）
9月23日（祝）14:00開演 入場無料（自由席）
※7/1〜チケット発売
入場料未定
※整理券有（8月〜受付）
当日500円増
ビバホール

第27回兵庫神鍋高原マラソン全国大会
8月27日（日）
神鍋高原周回コース
（但馬ドーム発着）
・5km 8:45〜・10km 9:00〜
・ハーフマラソン 8:30〜
・ファミリージョギング
（2km）8:20〜

（問）
あさご・ささゆりホール （問）養父市関宮公民館
（問）
豊岡市民プラザ
（養父市関宮）
（豊岡市大手町アイティ7F） （朝来市朝来支所内）
TEL.079-677-1165
TEL.079-667-3266
TEL.0796-24-3000

プラハ室内歌劇場
忍たま乱太郎ショー＆
ヘムヘムと遊ぼう
オペラ「フィガロの結婚」
8月26日（土）2回公演
7月4日（火）18:00開演
13:30開演、16:00開演
S席… 8 , 0 0 0円、A席…
大人1,500円、3歳〜中学 7,000円、B席…6,000円
生まで1,000円
（全席指定） （全席指定）
※友の会6/17（土）〜
※未就学児の入場不可
一般6/22（木）〜前売
朝来よさこいソーラン
綾戸智絵コンサート2006
フェスティバル
9月2日（土）18:30開演
関西京都今村組コンサート
入場料7,000円
（全席指定） 7月30日（日）18:30開演
※友の会6/24（土）〜
大人1,000円、3歳〜高校
一般6/29（木）〜前売
生まで500円（全席自由）
第6回和田山ジュピターホール
アマチュアミュージック
フェスティバル
8月6日（日）13:30開演
3歳以上500円
（全席自由）
※6/6（火）〜前売開始

豊岡市民会館
引田天功スーパーイリュージョン 第1回ジョイントコンサート
8月19日（土）2回公演
女声合唱団コスモス
昼の部…14:30開演
＆神戸男声合唱団
7月8日（土）18:30開演
夜の部…18:30開演
一般1,000円、高校生以下
指定席 5,000円
500円（全席自由）
自由席 3,500円
(問）山科さん
当日各500円増
TEL.0796-22-7204
※友の会6/10（土）〜
一般6/17（土）〜前売
わらび座 ミュージカル
第39回文教府夏期大学 「銀河鉄道の夜」
8月26日
（土）
10:00〜14:50 7月27日（木）19:00開演
指定席1F…4,000円
入場料 1,500円
自由席2F…3,000円
(問）県立但馬文教府
当日各500円増
TEL.0796-22-4407
※友の会5/20（土）〜
みどり会バレエ発表会
一般5/27（土）〜前売
8月27日（日）
入場無料
(問）本多さん
TEL.0796-24-5410
アカペリンピックin とよおか
9月2日（土）18:30開演
入場料500円（全席自由）
中学生以下無料
※友の会7/1（土）〜
一般7/8（土）〜前売
市民音楽祭
9月24日（日）
（問）豊岡文化協会
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

吹奏楽コンクール全但地区大会
7月30日（日）

● 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 た じ ま ファンクラブに

入会すれば、いいことづくし！
入会特典

会員パスポート

お得で便利なパスポート
入会すると、もれなくもらえる「会員パ
スポート」
。一目で分かる但馬の観光情
報や、ガイドマップを掲載！但馬内の200
以上の施設で利用できる
「トクトク券」
も
付いています！
「トクトク券」
加盟店では、
割引サービスなどが受けられるよ。

今なら！

便利冊子を進呈

「但馬の裏路地ガイド」
「但馬ツーリズムマップ」進呈！
今、入会されると、但馬の町並みを紹
介した「但馬の裏路地ガイド」と、但馬
のあらゆる情報が一目で分かる「但馬
ツーリズムマップ」
をもれなく進呈！但
馬の魅力を再発見！

● 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。
（手数料は不要です）

＊会員パスポートを即時発行しています！
・豊岡・香住・村岡・温泉・日高の各観光協会
・全但バスの主な営業所（豊岡駅前・城崎・出石・
湯村・兵庫県庁前の各営業所）など
●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）
＊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/
E-mail:tjm-furusato2@tajima.or.jp

入会
特典

お好きなコースが選べる！
「但馬とくとく便」をお届け！
◆Eコース
【但馬情報直送便】

◆Aコース
【但馬情報直送便】
但馬の情報誌
「Ｔ２」
や但馬の各種イ
ベントなどを、年4回お届け！

１
年
会
員
の
特
典
︵
送
料
込
み
︶

◆Bコース
【出石そば４人前セット】
「皿そば」で有名な豊岡市出石町から、
生そば４人前セット。
●内容物

生そば180g×２箱（４人前）

◆Cコース
【上乾スルメ4枚セット】
新温泉町から新鮮なイカを天日干
しにしたスルメの4枚セット。
●内容物

上乾スルメ4枚セット

◆Dコース
【但馬の地酒】
コウノトリ翔る豊岡から、但馬の
地酒「超特撰大吟醸 鸛」
。
●内容物

３
年
会
員
の
特
典
︵
送
料
込
み
︶

但馬の情報誌「Ｔ２」や、観光パンフ
レットには載っていない但馬の最新
ニュース、但馬の各種イベントなど
を、年4回（3年間）お届け！

◆Fコース
【海の幸セット】
日本海の荒波が育てた海の幸をク
ール便でお届けします。
●内容物 活サザエ（5個）、活ホタテ貝（5個）、
イカ（2ハイ）
、甘エビ（200g）

◆Gコース
【山の幸セット】
緑豊かな但馬の里から、厳選され
た山の幸のセット。
●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

500ml×１本

※特産品の商品は変更になる場合があります。

交流と共生の理想の都あしたのふるさと・但馬づくりをめざして

但馬ふるさとづくり協会からのお知らせ
■但馬人材派遣支援助成金【平成18年度通年募集事業】
当協会の人材バンク（ホームページ「但馬情報特急」に掲
載）に登録された講師を活用し、研修会・講演会・自主研
究会等を実施する団体に対し、講師派遣に必要な旅費、報
酬の年間合計額のうち7万円を上限に助成します。

（財）但馬ふるさとづくり協会では、次の助成金の申請団
体を募集しています。各助成金には交付条件等がござい
ますので、詳しくは当協会へお問い合わせください。

■但馬の自然環境保全活動助成金【平成18年度通年募集事業】
但馬の美しい自然環境を保護するため、河川、海岸、道路
等の清掃活動を実施する団体（自治会等を除く）に対し、
その清掃活動に要する指定ゴミ袋代金を助成します。

●お問い合わせ先／

■地域づくり活動団体助成金【申請書提出期限：平成18年6月23日（金）】
新しい但馬づくりを進めるため、但馬地域内の広域的な地
域づくり団体が行う各種の地域づくり活動に対して、その
経費の一部を20万円を上限に助成します。
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（財）但馬ふるさとづくり協会
TEL.0796（24）2247 FAX.0796（24）1613
※協会のホームページに要綱等を掲載していますので、ご利用ください。

http://www.tajima.or.jp/furusato/index.html

