
●イベントなどの情報は 2012 年２月現在のものです。
●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。

生野銀山へいくろう祭
4月15日（日）10：00〜15：00
朝来市生野町 史跡生野銀山

（問）生野支所地域振興課
TEL.079-679-5801
岩屋観音大祭
4月15日（日）予定 午前中
朝来市岩津 岩屋観音

（問）鷲原寺
TEL.079-677-0329
神鍋山山開き神事
4月中旬 10：00〜
豊岡市日高町 神鍋山

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
赤花 　子母神大祭 
4月21日（土）〜22日（日）
豊岡市但東町赤花 法華寺
もちまき、甘酒振る舞い 
※滝行（神瀧ノ滝）毎日受付中

（問）赤花鬼子母神 法華寺
TEL.0796-56-0526
第4回神鍋高原水仙まつり
4月22日（日） 10：00〜
第4回神鍋高原ジャズコンサート
4月下旬 18：00〜
豊岡市日高町栗栖野
道の駅「神鍋高原」

（問）道の駅「神鍋高原」
TEL.0796-45-1331
温泉まつり
4月23日（月）・24日（火）
豊岡市 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（水）
朝来市川上 青倉神社

（問）朝来支所地域振興課
TEL.079-677-1165
第11回清滝溶岩流まつり
4月29日（日・祝） 9：30〜
豊岡市 清滝地区公民館

（問）清滝地区公民館
TEL.0796-45-1534
神鍋溶岩流ノルディックウォーク
4月29日（日・祝） 9：00〜
豊岡市 清滝地区公民館

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800
ミズバショウ祭り
4月29日（日・祝） 10：00〜
養父市大屋町加保
加保坂ミズバショウ公園

（問）大屋観光案内所
TEL.079-669-1104
ハチ北高原夏山開き
4月下旬 10：00〜予定
香美町村岡区大笹 ハチ北高原

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732
大町公園 藤まつり
4月下旬〜5月中旬 8：00〜18：00
朝来市和田山町 大町藤公園
大人300円
※開花状況はHP記載

（問）大町公園管理組合
TEL.079-670-1636
http://oomachi.info/

湯の原温泉オートキャンプ場
営業開始  4月1日（日）〜
豊岡市日高町羽尻

（問）湯の原温泉オートキャンプ場
TEL.0796-44-0001
第14回浜坂みなとほたるいか祭り
4月1日（日）10：00〜14：00
新温泉町 浜坂漁港セリ市場

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580
城崎温泉流しびな
4月1日（日）10：30〜予定
豊岡市 城崎温泉街

（問）豊岡市商工会城崎支所
TEL.0796-32-4411
天滝まつり
4月8日（日） 10：00〜
養父市大屋町筏
レストハウス天滝前広場 

（問）大屋観光案内所
TEL.079-669-1104
ザゼンソウまつり
4月8日（日）10：00〜予定
香美町村岡区大笹
ハチ北高原

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732
松岡御柱まつり（ばば焼き）
4月14日（土）18：30〜
豊岡市日高町松岡

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800
お走り祭り
4月14日（土）〜15日（日）
※川渡御：14日12：30頃
養父市内

（川渡御：小城橋付近）
（問）養父神社
TEL.079-665-0252
たんとうチューリップまつり
4月中旬〜下旬
豊岡市但東町畑山

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500
中嶋神社菓子祭
4月15日（日） 9：00〜
豊岡市三宅 中嶋神社

（問）中嶋神社
TEL.0796-27-0013
出石そば喰い大会
4月15日（日） 11：00〜
豊岡市 出石総合支所前広場

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806
木の子の教室
4月15日（日）9：00〜13：00
豊岡市竹野町森本
竹野南森林公園

（問）竹野総合支所地域振興課
TEL.0796-21-9073
鳥居やすらぎ市民農園春まつり
4月15日（日）10：00〜15：00
豊岡市出石町鳥居
鳥居やすらぎ市民農園

（問）鳥居やすらぎ市民農園
TEL.0796-52-5553

（問）組合長自宅
TEL.0796-52-4424

第3回神鍋山菜まつり＆草花まつり
5月上旬
豊岡市日高町栗栖野
道の駅「神鍋高原」

（問）道の駅「神鍋高原」
TEL.0796-45-1331
氷ノ山・鉢伏山・東鉢伏 夏山開き
5月上旬 10：00頃〜
養父市 ハチ高原
ハチ高原交流促進センター付近

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113
しょうぶ湯まつり
5月3日（木・祝）〜5日（土・祝）
豊岡市 城崎温泉外湯、旅館

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
北前まつり
5月3日（木・祝）
豊岡市 竹野浜（北前館周辺）

（問）北前館
TEL.0796-47-2020

瀞川稲荷神社まつり 
5月3日（木・祝）20：00〜予定
5月4日（金・祝）10：00〜予定
香美町村岡区板仕野 稲荷神社

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123
三川権現大祭
5月3日（木・祝）10：00〜12：00
香美町香住区三川 三川権現社

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
秋岡稲荷祭
5月3日（木・祝）10：00〜12：00
香美町小代区秋岡 小代神社

（問）小代観光協会
TEL.0796-97-2250
第25回小代渓谷まつり
5月4日（金・祝）受付5：30〜
香美町小代区秋岡 もみじ広場
※釣り大会は有料

（問）小代観光協会
TEL.0796-97-2250
幟（のぼり）まわし
5月5日（土・祝）
豊岡市出石町宮内 出石神社

（問）出石神社
TEL.0796-52-2440
こどもまつり
5月5日（土・祝）10：00〜15：00
朝来市山東町 ヒメハナ公園

（問）山東支所地域振興課
TEL.079-676-2080
道の駅「ハチ北」
オープン15周年記念イベント
5月5日（土・祝）10：00〜予定
香美町村岡区福岡 道の駅「ハチ北」

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123

Event Calendar
第91回水道まつり
5月11日（金）10：30〜
豊岡市泉町 寿公園

（問）豊岡市水道課
TEL.0796-22-5377
春のエコフェスタ
5月19日（土）12：30〜
5月20日（日）16：00まで
新温泉町 上山高原
大人2,000円、子ども1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
豊岡市「生きもの共生の日」事業
5月20日（日） 豊岡市内

（問）豊岡市コウノトリ共生課
TEL.0796-21-9017
第13回田結（たい）わかめ祭り
5月20日（日） 10：00〜
豊岡市田結 田結漁港 他

（問）同実行委員会
TEL.0796-28-2207
第17回奈佐森林公園まつり
5月27日（日）9：00〜予定
豊岡市目坂 奈佐森林公園

（問）奈佐森林公園管理事務所
TEL.0796-24-7411
扇ノ山新緑登山
5月27日（日） 9：00〜
新温泉町 扇ノ山
大人1,500円、子ども1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

但馬大仏花まつり
5月下旬 10：00〜16：00
香美町村岡区川会 長楽寺

（問）長楽寺・但馬大仏
TEL.0796-95-0009

アユの解禁
6月1日（金） 0：00〜
香美町内

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123

「植村直己冒険賞」
授賞式・記念講演会
6月2日（土） 13：30〜
豊岡市 日高文化体育館

（問）植村直己冒険館
TEL.0796-44-1515
しょうぶ湯まつり
6月4日（月）〜5日（火）
豊岡市 城崎温泉外湯

（問）城崎総合支所温泉課
TEL.0796-32-0117
竹田寺町通り花しょうぶ祭り
6月上旬
朝来市和田山町竹田 寺町通り

（問）朝来市和田山地域振興課
TEL.079-672-6137

鼻かけ地蔵尊祭
6月3日（日）
豊岡市城崎町楽々浦

（問）城崎総合支所地域振興課
TEL.0796-32-0001
ハチ北高原ダイエットウォーキング
6月3日（日）10：00〜予定
香美町村岡区和池・大笹
ハチ北高原周辺
※有料・要申込

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123
湯村温泉まつり
6月3日（日）8：00〜18：00
新温泉町 湯村温泉街

（問）湯区事務所
TEL.0796-92-1081
あさごオープンガーデン
6月8日（金）〜11日（月）
9：00〜17：00
朝来市（旧朝来町内）

（問）朝来花いっぱい協会
（朝来公民館内）
TEL.079-677-1165
フラワーフェスティバル2012
6月10日（日）10：00〜14：00
朝来市新井 あさごふれあい
プール「くじら」前公園

（問）朝来支所地域振興課
TEL.079-677-1165
霧ヶ滝トレッキング
6月10日（日） 9：00〜
新温泉町 霧ヶ滝渓谷
大人1,000円、子ども800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
第13回全日本かくれんぼ大会
6月17日（日）8：30〜13：00
新温泉町 湯村温泉街
※参加は要申込み、有料

（問）新温泉町商工観光課
TEL.0796-82-5625
第1回草木染め教室
6月17日（日）
9：00〜13：00
豊岡市竹野町森本
竹野南森林公園

（問）竹野総合支所地域振興課
TEL.0796-21-9073
ほたる祭
6月23日（土）
豊岡市出石町奥山
奥山ログハウス周辺

（問）福住地区公民館
TEL.0796-52-4012
ほたるまつり 
6月中旬
養父市奥米地 ほたるの里

（問）やぶ市観光協会
TEL.079-664-1555

４月６月

６月

５月

鬼
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Pick Up
5月
3日

（木・祝）

第12回全国
しゃくなげ公園まつり

Spot Information ●各イベント、教室などには参加費・材料費が必要な場合があります。
　定員数が限られる場合もありますのでご確認ください。

春季オープニングイベント
春の装いフェア
4月15日（日）
但馬ビーフ焼肉の試食
10:30～ 100円
ウサギレース 13:30～
ストラックアウトゲーム
14:00～
羊の毛刈り体験
4月28日（土）13:30～
4月29日（日・祝）13:30～
5月3日（木・祝）11:00～
5月5日（土・祝）11:00～
5月6日（日）11:00～
参加料100円
木工教室
5月4日（金・祝） 13:00～
参加料小人200円
※保護者同伴
ヤギ・ヒツジレース
5月20日（日） 13:30～
牧場公園杯
グラウンドゴルフ大会
5月27日（日） 10:00～
※申込期限5/20
かしわ餅づくり教室
6月2日（土） 13:30～
参加料大人・小人400円
４００円でもち10個分
※申込期限5/26（2人以上で）
アイスクリーム作り教室
6月10日（日） 13:30～
1組1,000円
※申込期限6/3
牛肉うどん打ち体験（第1回）
6月17日（日）10:00～
参加料大人・小人400円
※申込期限6/10
ペアマッチ グラウンドゴルフ
6月24日（日）13:30～
※申込期限6/17

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

但馬牧場公園但馬ドーム
山陰オープンゲートボール大会
4月7日（土）～4月10日（火）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.079-292-8900
Find Rich Car Show

（ドレスアップカーショウ）
4月30日（月・休）

（問）（株）ファインド
TEL.0795-32-1689
31期インラインスケート教室
5月～（全8回・受講料要）
第17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（木・祝）～5月５日（土・祝）

（問）（株）ニチレク
TEL.06-6243-3351
全日本紙飛行機選手権大会
但馬予選会
5月13日（日）

（問）日本紙飛行機協会
但馬支部（内藤さん）
TEL.090-8758-5815

但馬長寿の郷
カブトムシ探検隊パート1
4月29日（日・祝） 11：00～
参加費有料 1,000円

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

木の殿堂
五月人形組み木教室
4月21日（土） 中・上級者
4月22日（日） 初心・初級者
参加費1,000円
おもちゃと組み木教室
5月13日（日） 参加費1,000円
GWミニコンサート
4月29日（日・祝）～5月5日（土・祝）
13：30～14：00 ※5/1休館日
藤原正和個展
4～6月（日程調整中）
小黒三郎組み木教室
6月30日（土） 上級者
13：30～15：30
7月1日（日） 初級者
10：00～12：00
7月1日（日） 中級者
13：30～15：30
参加費1,200円

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

兎和野高原野外教育センター
うわのカップＧＧオープン大会
4月26日（木）
うわのＧＧ競技会
第1回 5月10日（木）
第2回 6月14日（木）
第3回 6月28日（木）
手づくりピザ教室
5月12日（土）9:30～12:30
6月9日（土）9:30～12:30
大人800円 子ども600円
うわのレンゲつつじまつり
5月中旬 9:00～
うわのカップＧＧ春季大会
5月31日（木）
ノルディックウォーク体験
6月10日（日） 9:００～

（問）兎和野高原野外教育センター
（香美町村岡区宿）
TEL.0796-94-0211

密祐快展
「虚空を去来するもの–棺–」
3月24日（土）～5月13日（日）
竹鶴壽男展
–白き鳥に託して–シリーズ2
3月24日（土）～４月22日（日）
その後20年の軌跡＋NEW!
ドッキングアート2012
5月19日（土）～7月8日（日）
大畑幸恵展マダラダマ
4月28日（土）～6月3日（日）
あさご芸術の森大賞展
10年の軌跡
6月9日（土）～8月26日（日）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木）
10：00～17：00

（入館は閉館の30分前まで）
大人500円 高大生300円
小中学生200円
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

4月
14日

（土）

菓 祖「田 道 間 守 命」
を奉る中嶋神社。今
年も例大祭の前日に

「菓子祭前日祭」を
開催する。市内の和
洋菓子がストリート
に勢ぞろい！

（問）菓子祭前日祭実行委員会（豊岡商工会議所） 
TEL.0796-22-4456

豊岡市・駅通商店街（大開通） 
菓子祭 前日祭 4月

8日
（日）

国指定史跡、日本の城100 選にも選ばれ
た名山城「竹田城跡」
のふもとで開催され
るお城まつり。手作
りの 鎧 や兜を身に
つけて練り歩く「た
け だ 武 者 行 列 」の
他、屋台村や餅まき
など、楽しいイベン
トが行われる。

（問）和田山地域振興課  TEL.079-672-6137

朝来市和田山町竹田
「わだやま竹田」お城まつり

10：00〜16：00

地域の美術力　
CREATOR’S WORKS
芸術 in あさご
4月29日（日・祝）～7月1日（日）
大人350円
高校生・65才以上180円
中学生以下無料
カヌー団体プログラム
3月下旬～11月下旬
大人900円 小人450円
円山川カッターツアー
厳島神社コース
3月下旬～11月下旬
1艇4,000円（２時間）
ユニバーサルカヌースクール
5月20日（日）10:00～12:00
1,000円
山と水辺のジオパーク体験
4月～11月下旬
無料（艇の使用料は除く）
カヌー個人利用
3月下旬～11月下旬
カナディアンカヌー600円
カヤック450円（ともに1艇1時間）
※小中学生は上記の半額

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

円山川公苑

但馬高原植物園
癒しの森ガーデンショー
6月2日（土）～10日（日）
10:００～16:00

（問）但馬高原植物園
（香美町村岡区和池）
9：00～17：00 大人500円
高校生400円 小中学生100円
TEL.0796-96-1187

10:00〜16:00香美町小代区新屋 全国石楠花公園
10：00〜15：00

初夏！活でかつ勝つ
イカソーメン早食い大会
6月中旬 10：00〜
香美町香住区訓谷
佐津海水浴場

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
うちげぇのアートおおや
6月25日（月）〜7月3日（火）
養父市大屋町大杉
ふるさと交流の家「いろり」

（問）分散ギャラリー「養蚕農家」
TEL.079-669-0026

６月

出石さくらまつり
3月24日（土）〜4月30日（月・休）
豊岡市 出石城跡周辺

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

立雲峡さくらまつり
3月下旬〜4月中旬
朝来市和田山町竹田 立雲峡
※期間中は駐車場300円

（問）わだやま観光案内所
TEL.079-674-2120

第9回国府ふれあい観桜会
（かんおうえ）
4月15日（日） 11：00〜
豊岡市日高町野々庄
国府ふれあい公園

（問）国府地区公民館
TEL.0796-42-5244
第30回清滝桜まつり　
4月中旬
豊岡市日高町清滝地区

（問）清滝地区公民館
TEL.0796-45-1534 

さくらまつり

兵庫県ねんりんソフトボール
交流大会
5月19日（土）・20日（日）

（問）但馬ソフトボール協会
事務局（山根さん）
TEL.090-5163-4811
TAJIMA DOME
フェスティバル2012
〜春物語〜
5月27日（日）
春季生き活き健康教室
6月～（全8回・受講料要）
第56回兵庫県高等学校
総合体育大会ソフトボール競技
6月8日（金）～10日（日）

（問）県高体連・
浜坂高校木山先生
TEL.0796-82-3174
JFAキッズサッカーフェスティバル
6月24日（日）

（問）但馬サッカー協会（嶋さん）
TEL.090-3270-7998
第13回但馬ドーム杯
グラウンドゴルフ大会予選
6月27日（水）～29日（金）
参加料別途必要

（問）県立但馬ドーム
（豊岡市日高町名色）
TEL.0796-45-1900

全国各地から集めら
れ た 約 7,000 本 の
しゃくなげが咲く頃に
開催。「全日本しゃく
投げ 競 技 大 会 」はひ
しゃくを投げた距離を
競う。優勝者には地元
特産品をプレゼント。

（問）実行委員会（小代観光協会） TEL.0796-97-2250

※中嶋神社菓子祭 4月15日（日） 9:00 〜
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第31回ようか芸能祭
5月27日（日） 入場無料
アマチュアロック＆
ポップスコンサート
ようかJAM 2012
6月上旬 有料（金額未定）

（問）養父市立八鹿文化会館
（養父市八鹿町八鹿）
TEL.079-662-6141

八鹿文化会館

国際ソロプチミスト但馬
第14回チャリティーバザー
4月29日（日・祝）
10:00～14:30
２階多目的ホール

（問）実行委員長 圓山さん
TEL.079-664-2418

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

じばさんTAJIMA

Hall Information
●催し物の料金など詳細は、各ホールへご確認ください。

豊岡市民プラザ
見てぇなダンス2012
4月30日（月・休）
開演14:00～  入場無料

（問）豊岡市民プラザ
（豊岡市大手町アイティ7F）
TEL.0796-24-3000

GEO TOPICS
「山陰海岸ジオパークまるごと体感MAP」作成！！

山陰海岸ジオパーク推進協議会では、山陰海岸ジオパークの主なジオサイトや
ジオパークに関連した施設、見所等を紹介した「山陰海岸ジオパークまるごと体
感 MAP」を作成！！このマップは京都府京丹後市から鳥取県鳥取市までの広大
なエリアを網羅し、山陰海岸ジオパークが記録する大陸の時代から現在に至る
まで変遷や、多様な景観と人々の暮らしなどをイラストを用いて解説している。
その他にも「ジオグルメ」や「代表的な生き物」など、盛りだくさんの内容。この
春はマップを片手に、山陰海岸ジオパークをまるごと体感しよう！
　【配布場所】 山陰海岸ジオパーク関連施設等で無料配布
＊道の駅てんきてんき丹後、玄武洞公園案内所、香美町海の文化館、新温泉町山陰海
岸ジオパーク館、山陰海岸学習館、岩美町立渚交流館、鳥取砂丘ジオパークセンター等

第22回全国地芝居サミット 
in やぶ 全国こども歌舞伎公演
6月10日（日）13：00～
入場料未定（４月以降受付）
会場：国指定重要有形民俗文
化財「葛畑農村歌舞伎舞台」

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331

（問）養父市関宮公民館
（養父市関宮）
TEL.079-667-3266

ノビアホール

ひぼこホール開館18周年記念
メモリアルコンサート
4月22日（日） 予定
開場18：00 開演18：30
第五回ひぼこYOSAKOI祭
6月9日（土） 予定
開場18：30 開演19：00 

（問）豊岡市立出石文化会館
（豊岡市出石町水上318）
TEL.0796-52-6222

ひぼこホール

Marathon・Jogging
第25回麒麟獅子マラソン大会
5月27日（日） 受付8:00〜、開会式9:00〜 
新温泉町浜坂 浜坂北小学校グラウンド
　◎申込締切：郵便振込 4月16日（月）消印有効
◎種目：ハーフ（男女16歳以上）、
10km（男女16歳以上・車いすの部）
5km（男女中学生以上）、3km（男女5歳以上）
3kmペア（ペア参加、年齢・性別不問）
◎参加費：一般：3,500円、3km ペア：2,000円、
高校生以下：1,000円、3km：1,000円
　（問）大会事務局（浜坂B＆G海洋センター内）
TEL/FAX.0796-82-4512
　第27回たたらぎダム湖マラソン大会
6月3日（日） 開会式9:20〜、競技10:00〜14:00
朝来市多々良木  多々良木ダム湖周辺
　清々し新緑の中、青々とした水をたたえた多々良
木ダム湖湖畔のコースで、緑風を体に受けながら
気持ちよく力走できます。
　◎申込締切：インターネット：4月27日（金）
振込・窓口申込：4月6日（金）
◎参加費：2キロ：1,500円、
5キロ、10キロ、ハーフマラソン：3,000円
　（問）朝来支所地域振興課  TEL.079-677-1165
　第20回みかた残酷マラソン全国大会
6月10日（日） 9：00スタート 
香美町小代区全域（受付：小代小学校）
　緑の季節に小代区の各所をかけめぐる高低差400
メートル、24キロの周回コース。
　◎参加費：3,800円（弁当希望者はプラス1,000円）
　（問）大会事務局  TEL.0796-97-3966

［FAX 送信用］
但馬ふるさとづくり大学受講申込書

平成 24 年度但馬ふるさとづくり大学を受講したいので、
下記のとおり申し込みます。

平成 24 年　　月　　日

但馬ふるさとづくり協会宛 （FAX.0796-24-1613）

受 講 申 込 者
氏　　　　名

生 年 月 日

住　　　　所

職 業 等

勤 務 先
（学生の場合は学校名）

（ふりがな）

T・Ｓ・H　　　年　　月　   日生 （　   ）歳

〒

（電話番号）　　　　−　　　　　−

（勤務先名等）

（所在地）

（電話番号）　　　　−　　　　　−

（性   別）

男・女

「山陰海岸ジオパーク散策モデルコース」配布中！！
より多くの方に山陰海岸ジオパークの魅力を体感してもらうため、モデルコース
を盛り込んだ散策マップを配布中！コースの見所の他、地形・地質だけでなく、
歴史・文化、人々の暮らしなどを盛り込んだコー
ス内容になっている。
　【作成コース】 香住海岸東コース／竹野海岸コース
／神鍋高原コース／浜坂・諸寄コース／浦富海岸
東コース／浦富海岸西コース／鳥取砂丘東コース
／鳥取砂丘西コース
※他のコースについても、順次作成する予定
　【配布場所】 各コースにおける山陰海岸ジオパーク関連施設等で無料配布
※配布場所の詳細は公式ホームページを参照
※山陰海岸ジオパーク公式ホームページからもダウンロード可能
　（問）山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局  TEL.0796-26-3783
ホームページアドレス：http://sanin-geo.jp/

山陰海岸ジオパーク
まるごと体感 MAP
（A2 判・8 折）
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格安！！

但 馬 フ ァン ク ラ ブ は 、誰 で も 、い つ で も 、ど こ に 住 ん で い て も 入 会 で き ま す。

但馬ファンクラブ
た じ ま

各種ツアーやイベント参加権を

優待価格でご提供！

3つ

3

1
2

のお申し込み方法から、お好きな方法をお選び下さい。
会費のお支払いをもってお申し込みとなります。

ゆうちょ銀行窓口でお申し込み（手数料不要）

パスポート即日発行施設でお申し込み

HP「但馬情報特急」からお申し込み

詳しくは但馬ファンクラブ専用ページへ！

http://www.tajima.or.jp/

「1年会員」年会費 ▶1,000円

「3年会員」年会費 ▶2,700円

但馬ファンクラブは、

「1年会員」と「３年会員」があります。

＊入会申込方法＊

有効期限の例：1年会員で平成24年4月15日に会費を納入した場合、
平成25年4月末日まで有効です。

【お問合せ】

公益財団法人

但馬ふるさとづくり協会
〒668-0044　兵庫県豊岡市山王町11-28
TEL.0796-24-2247　FAX.0796-24-1613

とってもお得な 4 大特典！！

入会するには？

特典
その1

特典
その2

特典
その3

特典
その4

※写真は一例です。

※尚、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

会員様限定

クーポン付き

年4回

会 員
大募集

いざ！
但馬でおトクにあそんじゃオー！！

但馬の旬の情報を発信！

会員パスポート進呈！

年4回のプレゼント企画！！

地元市町や観光協会等が企画するツアーやイベントの参加権を、

会員優待価格でご提供します。

但馬内の宿泊施設・飲食店・レジャー施設など、200以上の施設

で料金の割引等が効く「トクトク券」が付いた観光情報マップ。

◆但馬の情報誌 「T2」　◆グルメ観光情報誌 「但馬情報特急」

◆協賛施設の情報パンフレット　◆協会からのお知らせなどを発送します。

アンケートもしくはクイズに答えると抽選で、

とても素敵な但馬の豪華特産品が当たります。

ぜひチャレンジして豪華特産品をゲットしよう！

平成24年度 〜 受講生募集のお知らせ 〜

1.受講対象者　但馬地域に在住・在勤・在学する人
　　　　　　　  但馬検定の受験を希望する人
2.受 講 定 員　 80名程度
3.開催日時等　 右記のとおり
4.開 催 場 所　じばさんTAJIMA、但馬長寿の郷
5.受 講 料　 10,000円
　　　　　　　 大学生・高校生は5,000円
　　　　　 　 　（文教府夏期大学受講料込み）
6.受講申込期限　平成24年4月20日(金)まで
                       （当日消印有効）
7.受講申込方法　受講申込書（右ページ）により、郵

送、またはFAXでお申し込みくだ
さい。

8.受講者の決定　平成24年4月下旬に受講決定通知
及び受講料納付書を郵送します。

但馬ふるさとづくり大学募集要項

●申し込み・問い合わせ先
（公財）但馬ふるさとづくり協会
但馬ふるさとづくり大学事務局
〒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/furusato　
E-mail:tjm-furusato@tajima.or.jp

※ 7/7・9/8・10/6・11/10 は、
　午前中にゼミナールを開催します。

内  　　容
●１3:30〜
●14:15
   〜15:45

●13:30
   〜15:50

●13:30
   〜15:00
●15:15
   〜16:45
●10:20
   〜11:50
●13:10
   〜14:40
●13:30
   〜15:00
●15:15
   〜16:45
　
●13:30
   〜15:00
●15:15
   〜16:45
　
●13:30
   〜15:00
●15:15
   〜16:45

●13:30
   〜15:20
●15:35
   〜16:15

日　  時 会　  場

〈開講式〉
　テーマ『つながりから始まる観光まちづくり』
　＊講師/森重  昌之 氏（阪南大学国際観光学部 専任講師）

〈現地学習〉
　テーマ『関西電力奥多々良木発電所・あさご芸術の森美術館』

　テーマ『兵庫県環境創造型農業の推進〜コウノトリが教えてくれたもの〜』
　＊講師/ 西村  いつき 氏（兵庫県環境創造型農業専門員）
　テーマ『但馬に残る平家伝説』
　＊講師/ 味田  晃氏（香美町郷土史研究家）

〈県立但馬文教府第45回夏期大学に参加〉
　＊講師/ 金田一  秀穂 氏（日本語学者・杏林大学教授）
      ＊講師/ 玉岡  かおる氏（小説家）

　テーマ『但馬妙見信仰と日光院』
　＊講師/ 森田  龍親 氏（妙見山日光院 副住職）
　テーマ『但馬は近畿か山陰か』
　＊講師/ 前岡  孝彰 氏（但馬国府国分寺館 学芸員）

　テーマ『さあ始めよう！！自分にあったウォーキング』
　＊講師/ 髙橋  博 氏
      （社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 立雲の郷とらふす道場 健康運動指導士）

　テーマ『但馬の伝統芸能（予定）』 

　テーマ『大石良雄（よしたか）の妻 〜りくの生涯』
　＊講師/ 瀬戸谷  晧 氏（豊岡市出土文化財管理センター 前所長）

　テーマ『但馬の海と生き物』
　＊講師/ 本庄  四郎 氏（竹野スノーケルセンター・ビジターセンター 所長）

　第一部：受講生自主研究発表会
   第二部：講義『但馬の祭典20周年事業の取り組み』
　＊講師/ 石井  孝一 氏（兵庫県但馬県民局長）

〈閉講式〉

〔豊岡市〕
鞄協会ホール

〔朝来市〕

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔豊岡市〕
豊岡市民会館

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔豊岡市〕
鞄協会ホール
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／
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T A J I M A  F U N C L U B

●テーマなどは予定であり、変更する場合があります。テーマは仮題を含みます。
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