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兵庫県中学校駅伝競走大会
但馬大会 11月6日（金）
県大会 11月16日（月）
豊岡市奥神鍋付近道路
周回コース

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800
かすみ松葉がにまつり
11月15日(日) 9:00〜12:30
香美町香住区香住 
香住漁港西港

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
第44回阿瀬渓谷紅葉まつり
11月中旬  9：30〜15:00
豊岡市阿瀬渓谷

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800

浜坂みなとカニ祭り
11月21日（土） 9：00〜13:00
新温泉町浜坂漁港

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580

田んぼアート 7月〜9月
豊岡市但東町内3カ所

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500
銀谷の七夕
7月上旬（7日前後）
9：00〜17:00頃
朝来市生野町口銀谷

（問）生野まちづくり工房井筒屋
TEL:079-679-4448

ひまわりまつり 
８月7日（金）オープン予定
豊岡市但東町 たんとう花公園

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

ジオパーク魚と元気っこ
8月8日(土)（予定） 
13：00〜15：00
香美町香住区下浜 
三田浜海水浴場

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
び～ちふぇすた2020
8月9日（日） 
新温泉町浜坂県民サンビーチ

（問）同実行委員会
（新温泉町生涯教育課内）
TEL.0796-82-5629
湯村の火祭り 
8月24日（月） 19：30〜
新温泉町 湯村温泉街

（問）湯区事務所 同保存会
TEL.0796-92-1081
ビーチサッカーFESTA 2020
8月29日（土）、30日（日）
新温泉町浜坂県民サンビーチ

（問）大会事務局
（新温泉町生涯教育課内）
TEL.0796-82-5629

久谷ざんざか踊り
9月15日（火）
新温泉町久谷 八幡神社

（問）先人記念館以命亭
TEL.0796-82-4490
香住ガニまつり
9月19（土） 9：00〜12：30
香美町香住区若松
香住漁港西港

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
開駅3周年イベント
9月20日（日）〜22日（火・祝）
新温泉町 道の駅
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷

（問）同道の駅
TEL.0796-80-9010
銀谷祭り
9月27日（日） 10：00〜
朝来市生野町口銀谷地区

（問）朝来市観光交流課
TEL:079-672-4003

出石秋祭り喧嘩だんじり
10月中旬（予定） 
10:00〜15:00
豊岡市 大手前駐車場前

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

朝来ふれあい元気まつり
11月3日（火・祝） 
10:00〜14：00 小雨決行
朝来市朝来支所前広場 
※一部有料コーナーあり

（問）朝来市朝来支所
TEL.079-677-1165

第50回出石お城まつり
11月3日(火・祝)（予定）  
9：00〜 
豊岡市 出石城跡周辺

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

●イベントなどの情報は2020年6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。
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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。

豊岡ブラスフェスタ2020
10月3日（土）
開演13:00 ※有料

京都橘高等学校
吹奏楽部演奏会
11月29日（日）
開演13:30 ※有料

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町20-34）
TEL.0796-23-0255

豊岡市民会館

田村興一郎『F/BRIDGE』
試演会
７月11日（土）14:00
捩子ぴじん、三枝愛、島貫泰介

『アンティゴネー（仮）』
成果発表
～葬送儀礼・墓跡と大逆事
件関連史跡にまつわる
リサーチと実践～ 
8月9日（日）（予定）
14:00

「アジアベイビーシアター
ミーティング」ショーイング
8月21日（金）（予定）
開演10:00/11:30/14:00
会場：子育て総合センター

（豊岡市大手町4-5）
日本相撲聞芸術作曲家協
議会（JACSHA）
オペラ双葉山「竹野の段」
成果発表 10月上旬
児玉北斗　
新作のクリエーション　
地域交流プログラム 11月

（問）城崎国際アートセンター
（豊岡市城崎町湯島1062）
TEL.0796-32-3888

城崎国際アートセンター

新温泉町民音楽祭
もみじコンサート
11月21日（土） 
13:00～
場所：新温泉町立
夢が丘中学校

（問）新温泉町温泉公民館
（新温泉町湯990-8）
TEL.0796-92-1870

夢ホール

大阪大学交響楽団
サマーコンサート
8月22日（土） 開演14:00

第17回 養父市吹奏楽祭
9月20日（日） 開演13:30

第56回 八鹿文化祭
10月31日（土）・ 
11月1日（日）
9:00～20:00 
※最終日は16:00まで
場所：八鹿文化会館他

ようかJAM2020（予定）
11月15日（日） 開演15:00 
※小学生以下無料

関西学院グリークラブ
演奏会 11月29日（日） 
開演14:00 ※有料

（問）養父市立八鹿公民館
（養父市八鹿町八鹿1675）
TEL.079-662-6141

八鹿文化会館ホール
2020天使が奏でる
ハーモニー兵庫稲美
少年少女合唱団in生野
8月22日(土) 開演13:30
場所：生野マインホール

夏川りみコンサート
ツアー 2020（仮）
9月22日(火・祝) ※有料
場所：和田山ジュピターホール

陸上自衛隊第3音楽隊
コンサート
10月17日(土) ※抽選
場所：和田山ジュピターホール

龍谷大学吹奏楽部演奏会
11月22日(日) 
開演14:30 ※有料
場所：和田山ジュピターホール

（問）朝来市芸術文化課
（朝来市和田山町玉置877-1）
TEL.079-672-1000

朝来市文化会館

豊岡市民プラザ
ミュージック☆バッグ 2020  
7月4日（土） 開演18:30
※有料 高校生以下無料

（要整理券）
劇の学校 

「平田オリザ先生の中高生
演劇入門ワークショップ」
７月19日（日） 
10：00～17：00
※受講無料（要申込）

「小学生演劇ワークショップ」
７月21日（火）、22日（水） 
17：00～19：00
７月23日（木・祝） 
12：30～15：30
※受講無料（要申込）

「高校生演劇ワークショップ」
8月8日（土）～10日（月・祝） 
※受講無料（要申込）

「但馬ハイスクール
アートフェスティバル」
11月7日（土） 開演13:00
第30回プラザ寄席 
ふれ愛亭 ７月23日（木・祝） 
開演18:30 ※有料
プロに学ぶ！
舞台技術入門講座

（アートスクールプログラム）
７月24日（金・祝）～26日（日） 
※受講無料（要申込）
平和を願う朗読劇・豊岡
2020『祈り-１９４５』
８月8日（土）開演14:00
※有料 高校生以下無料

（要整理券）

こども劇場
人形劇団クラルテ

『トクン トクン-いのちの旅-』
8月29日（土）
開演10:30（予定） ※有料

演劇プロジェクト2020
内藤裕敬と
関西の俳優たち×市民演劇
9月5日（土）開演19:00・
6日（日）開演14:00
※有料 高校生以下無料

（要整理券）

おとなのための演劇学校
鄭義信 戯曲創作初級講座

「短編戯曲を書く！」
10月9日（金）～11日（日）、
16日（金）～18日（日）
※受講有料（要申込）

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

プロに教わるレクチャー事業
夏休み特別企画

「リコーダーレクチャー」
8月9日（日） 
13:00～16:00 
要リコーダー ※有料

「音楽レクチャー」
金管楽器・打楽器・合唱
8月30日（日）、9月6日（日） 
13:00～16:00 ※有料

クラシックパークvol.20part1
マリンバとピアノのコンサート 
10月17日（土） 10:30～
場所：浜坂北小学校体育館
新温泉町文化祭
10月30日（金）～ 
11月1日（日） ９:00～
場所：新温泉町民センター
11月3日（火・祝） ９:00～
場所：浜坂多目的集会施設

（舞台発表のみ）
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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。

コウノトリの郷公園
夏の特別ガイドウォーク
7月12日（日）
10:00～11:30、
13:30～15:00

飼育コウノトリの給餌体験
第2回 7月25日（土）
12:30～15:30
第3回 10月17日（土）
12:30～15:30

山陰海岸ジオパーク　
砂の世界をのぞく展
8月12日（水）～16日（日）
9:00～16:30

秋の特別ガイドウォーク
9月20日（日）
10:00～11:30、
13:30～15:00

キッズスタンプラリー
9月21日（月・祝）
9月22日（火・祝）
9:30～15:00

コウノトリの巣作り体験
11月28日（土）
12:30～15:00

（問）県立コウノトリの郷公園
（豊岡市祥雲寺128）
TEL.0796-23-5666

全但バス但馬ドーム
第23回神鍋ジュニア
サッカー サマーカーニバル
8月13日（木）～15日（土）

（問）（株）ニチレク
TEL.06-6243-3351

第9回世界ジオパーク
トレイルラン
8月23日（日）

（問）関西トレイルラン
サーキット実行委員会事務局
TEL.06-6699-5000

第53回
日本女子ソフトボール
リーグ1部 豊岡大会
9月12日（土）・13日（日）
※有料

（問）但馬ソフトボール協会
事務局 宿南さん
TEL.090-3356-4509

第7回山陰海岸ジオパーク
小学生駅伝競走大会兼 
第31回但馬小学生駅伝
競走大会 10月24日（土）

（問）但馬青少年本部
TEL.0796-23-1001

第22回全日本
身体障害者野球選手権大会
11月7日（土）・8日（日）

但馬ドーム杯グラウンド・
ゴルフ交流大会

（予選グラウンド）
11月24日（火）～26日（木）

（問）全但バス但馬ドーム
（豊岡市日高町名色88-50）
TEL.0796-45-1900

円山川公苑
円山川カヌー体験 Day
7月25日(土)
9:30～16:30 ※有料

円山川・楽々浦カヌーツアー
9月22日（火・祝）
13：00～15：45 ※有料

愛犬と楽しむカヤック体験
10月18日（日）
13：00～15：45 ※有料

スケートリンク
オープニングイベント
11月21日(土)・22日(日)
※22日有料
※両日別途貸靴有料

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島1163）
TEL.0796-28-3085

木の殿堂
阪本知春（ちはる）・雅哉
野鳥写真展
7月1日（水）～26日（日）

ふれあいの森倶楽部
7月12日（日）・8月5日（水）・
11月1日（日）
13:00～16:00 ※有料 

足立迪雄（みちお）木工作品展
7月18日（土）～8月30日（日）

探鳥会 7月19日（日）
8:00～12:00
定員20名 ※有料 

山本ふう 押し花アート展
8月1日（土）～30日（日）

夏休み親子おもちゃ作り教室
8月1日（土） 
10：00～13：00
定員 親子5組 ※有料 

足立迪雄（みちお）木工教室
8月8日（土） 
12：30～16：00
定員20名 ※有料 

組み木指導員養成講座
10月3日（土）・10日（土）・
17日（土）  13：00～16：00 
定員8名 ※有料 

森のピクニック10月8日（木）
10：00～12：00 
定員 未就学の児童と保護者
20組程度 ※有料 

山本一幸（かずゆき）
森のニッチな生き物写真展
10月10日（土）～11月8日（日）

第23回森と木のクラフト展
10月10日（土）～
11月8日（日）

クリスマス組み木教室
中・上級者 11月7日（土）
13：00～16：00 
初級者 11月8日（日）
13：00～16：00 
各定員7組 ※有料 

ふるさとの森と自然の絵画展
11月14日（土）～
12月13日（日）

竹野なごみの灯り展
11月14日（土）～
12月13日（日）

竹野なごみの灯り作り教室
11月15日（日）
13：00～16：00 
定員10名 ※有料 

干支組み木教室
中・上級者 11月21日（土）
13：00～16：00  
初級者 11月22日（日）
13：00～16：00 
各定員7名 ※有料 

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池951）
TEL.0796-96-1388

但馬牧場公園
ピザづくり体験
7月11日（土）10:00～
定員8組 ※要申込・有料

但馬ビーフの焼肉
7月25日（土）
10:30～ 定員100名 
※先着順整理券配布・有料

うどん打ち体験
8月22日（土）10:00～
定員30名 ※要申込・有料

ローストビーフ作り
9月6日（日）10:00～
定員8組 ※要申込・有料

但馬“牛まつり”プレイベント
但馬ビーフの焼肉
9月12日（土） 10:30～
定員150名 
※先着順整理券配布・有料
レザークラフト体験
9月12日（土） 11:00～
定員10名  ※要申込・
有料、当日受付あり
但馬牛クイズ大会
9月12日（土） ・13日（日） 
13:00～
但馬牛の牛車に乗ろう、
ふれあおう
9月12日（土） ・13日（日） 
14:00～ 各日定員２０名

第27回 但馬“牛まつり”
9月20日（日）10:00～

（問）同実行委員会
TEL.0796-82-5625

パンケーキ作り体験 
10月4日（日）10:00～
定員10名 
※要2名以上で申込・有料

第32回　
兵庫県どんぐりごま大会 
10月10日（土）10:00～

芋堀り体験
10月11日（日）13:30～
定員20枠 ※要申込・有料

謎解き宝探しゲーム
11月1日（日）13:30～
定員親子10組 ※要申込・有料

オータムフェア
11月8日（日） 
ストラックアウトゲーム
10:30～ 定員50名
秋の味覚
炊き込みご飯のふるまい
13:30～ 先着100名
レザークラフト体験
14:00～ 定員２０名 ※有料

そば打ち体験
11月15日（日）10:00～
定員20名 
※要3人分以上で申込・有料

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土1033）
TEL.0796-92-2641

但馬文教府
科学する
但馬の子ども作品展
9月11日（金）～22日（火・祝）
9：00～17：00

科学チャレンジ2020
in 但馬文教府
9月27日（日）
10：00～16：00

第45回但馬文学のつどい
11月14日（土） 
13：30～12:00

第42回ふるさとの心を歌う
但馬合唱祭
11月23日（月・祝）
10：00～16:00
場所：八鹿文化会館

第53回歴史講習会
11月28日（土） 13：30～

（問）但馬文教府
（豊岡市妙楽寺41-1）
TEL.0796-22-4407

兎和野高原野外教育センター

夏休み親子キャンプ
7月25日（土）13：30～
26日（日） 12:00 ※有料

（問）兎和野高原
野外教育センター

（香美町村岡区宿791-1）
TEL.0796-94-0211 

Next Story
～新たな時代へ～
7月11日（土）～8月30日（日） 
9：30～17：00

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木739-3）
大人500円  大・高校生300円
中・小学生200円

（入館は閉館30分前まで）
休館日：水曜・祝日の翌日・
年末年始
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

南但馬自然学校
第1回遊友体験活動

「初夏の里山を楽しもう！」
～夏の生き物さがし～
7月4日（土） 
9：30～12:00  ※有料

第２回親子で自然学校
昆虫標本づくり、自然物ク
ラフト、キャンプファイ
ヤー、火おこし・野外炊事

（ナンとカレー）
8月22日（土）10：00～
23日（日）13：15 
※定員になり次第締切 有料

第2回遊友体験活動
「紅葉の里山を楽しもう！」
～さつまいも掘りと焼きいも、
どんぐりみつけ～
10月17日（土）
9：30～12:00 ※有料

第2回大人の自然教室
「もみじの多様性を学ぶ」
11月14日（土）
9：30～12:00 ※有料

（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間189）
TEL.079-676-4731

養父市立全天候運動場
WMG2021関西イベント
オリエンテーリング体験会
10月18日（日）
受付9:00～（予定）
11月8日（日）
受付9:00～（予定）

いきいきドーム杯
グラウンドゴルフ大会
予選 
11月18日（水）・19日（木）
決勝 11月25日（水）
受付8:30～（予定） ※有料 

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