
●春季理玖子祭
4月19日（土）
豊岡市香林会館

（問）豊岡理玖子会
TEL.0796-22-2484

●鬼子母神大祭
4月19日（土）～20日（日）
但東町赤花

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●河本ひょうたんまつり
4月20日（日）
但東町河本

（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20日（日）
豊岡市中嶋神社

（問）中嶋神社
TEL.0796-27-0013

●生野銀山へいくろう祭り
4月20日（日）予定
史跡生野銀山

（問）生野町まちづくり政策課
TEL.079-679-5810

●お走り祭り
4月中旬に近い土・日曜日
養父町一円

（問）養父神社
TEL.079-665-0252

●わだやま「竹田」お城まつり
4月中旬
和田山町竹田

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

●ザゼンソウまつり
4月中旬
村岡町ハチ北高原

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●岸田川渓流釣り大会
4月中旬
温泉町岸田

（問）八田コミュニティーセンター
TEL.0796-93-0888

●2003たんとう
チューリップまつり
4月中旬～下旬
但東町畑山

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

Marathon・
Jogging Information

●みかた残酷マラソン全国大会
・6月8日（日）

・美方町おじろドーム付近

・申し込み締切／4月30日（水）

・参加料／3,300円

◎24km山岳周回コース

林道を利用した標高差700mのハード

コース

（問）実行委員会事務局（美方町教育委員会内）

TEL.0796-97-3111

●第17回浜坂町
麒麟獅子マラソン大会

・5月25日（日）9:00～開会式

・浜坂町浜坂小学校グラウンド

◎ハーフマラソン・1 0 km・5 km・3 k m

参加料／ 一般 3,000円・高校生以下

1 , 0 0 0円・ペア2 , 0 0 0円・3 k m 1 , 0 0 0円

・申し込み締切／4月18日（金）

海と山と温泉の町、潮風ロードをL e t ' s

Run！

・5月24日（土）16:30～前夜祭

（問）実行委員会事務局

（浜坂町B＆G海洋センター内）

TEL.0796-82-4512

●第1 8回たたらぎダム湖
マラソン大会

・6月1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

・申し込み締切／5月2日（金）

青い水と深い緑に染まって走ろう・・・

ホノルルマラソンご招待（特賞）の抽

選会もあります！

（問）大会事務局（朝来町中央公民館内）

TEL.079-677-1165（内線70）

●戸島よし焼きまつり
4月上旬
城崎町戸島地区

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●浜坂みなと
第5回ほたるいか祭り
4月6日（日）
浜坂町浜坂漁港せり市場　

（問）浜坂町観光協会
TEL.0796-82-4580

●五社神社まつり
4月8日（火）
竹野町竹野浜

（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

●天滝まつり
4月13日（日）
大屋町天滝公園

（問）レストランハウス天滝
TEL.079-669-1849

●十戸温泉清水まつり
4月13日（日）
日高町十戸

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800

●御柱祭
4月14日（月）
日高町松岡

（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111

●第2 1回ゴールドウィン・
ジュニアカップ
3月2日（日）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●ふるさと美方冬祭り
3月2日（日）
美方町ニューおじろスキー場

（問）美方町観光事業協同組合
TEL.0796-97-2717

●名色スキーまつり
3月3日（月）
日高町名色スキー場

（問）名色高原（株）
TEL.0796-45-0012

●万場スキーまつり
3月3日（月）
日高町万場スキー場

（問）（株）万場
TEL.0796-45-0191

●奥神鍋スキー場感謝祭
3月3日（月）
日高町奥神鍋スキー場

（問）（株）奥神鍋
TEL.0796-45-0510

●ハチ北高原スキー
フェスティバル花火大会

●第4 0回ハチ北アルペン
大会〈GS〉
3月8日（土）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●吉之進の命日
3月1日（土）
豊岡市三坂吉之進墓所

（問）三坂区長
TEL.0796-22-5097

●2003鉢伏雪まつり
3月1日（土）～3日（月）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●FUNKYCROSS 西日本大会
3月1日（土）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●第2回かすみカニ感謝祭
3月2日（日）
香住町柴山港

（問）柴山港漁業協同組合
TEL.0796-37-0301

EVENT
InformationTAJIMA
●フェスティバル
●カルチャー・ミュージック
●スポーツ・アウトドア

＊開催日など諸事情により変更される場合があります

●ウインターファイヤー
in 丹戸
3月8日（土）
関宮町丹戸

（問）京口屋
TEL.079-667-7203

●チャイニーズダウンヒル
ファンスキー大会
3月8日（土）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●クラウン・テクニカル
プライズ検定会
3月8日（土）～9日（日）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●第8回短歌
フェスティバル純孝祭
3月9日（日）
浜坂町多目的集会施設

（問）浜坂町社会教育課
TEL.0796-82-3111

●鉢伏ジュニア記録会
3月9日（日）
関宮町ハチ高原スキー場

（問）鉢伏ジュニアスキー事務局
TEL.079-667-7131

●第31回ドルフィンカップ
3月9日（日）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●初午大祭
3月1 4日（金）～1 6日（日）
10:00頃～16:00頃
出石町内

（問）出石町商工会
TEL.0796-52-2113

●但馬ビーフ食べよう会
3月1 4日（金）～1 6日（日）
15:00～17:00
温泉町湯薬師湯前

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

3
MAR.

●ネージュ'03-04
ニューモデル試乗会
3月1 4日（金）～1 6日（日）
美方町ニューおじろスキー場

（問）ニューおじろスキー場
TEL.0796-97-2717

●ハチ北C U P2 0 0 3兵庫県
モーグル選手権大会

（全日本B級公認大会）
3月15日（土）・16日（日）
村岡町ハチ北高原スキー場

（問）ハチ北高原自然協会
TEL.0796-96-0732

●ネージュカップスラローム
3月15日（土）
美方町ニューおじろスキー場

（問）ニューおじろスキー場
TEL.0796-97-2717

●鉢c u p基礎スキー競技会
3月16日（日）
関宮町氷ノ山国際スキー場

（問）鉢伏スキー学校
TEL.079-667-8254

●ニューおじろアルペン大会
3月16日（日）
美方町ニューおじろスキー場

（問）ニューおじろスキー場
TEL.0796-97-2717

●たる酒のふるまい
かにの逆さオークション
3月16日（日）11:00～
城崎町さとの湯イベント広場

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●スナップi n きのさき
3月17日（月）10:30～
城崎町さとの湯イベント広場

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●百々手祭
3月21日（祝）
和田山町久留引熊野神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

●地ビールの無料サービス
3月30日（日）11:00～
城崎町さとの湯イベント広場

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●第22回兵庫・山東
ロードレース大会

・3月16日（日）

・山東町 梁瀬中学校周辺

・ジョギング（ 3 k m）・ロードレース

（5km.10km）・ハーフマラソン

・参加料／大人3,000円

15～19歳2,000円

小中学生500円

・申込み締切／2月8日（土）

＊参加対象／小学3年生以上（但し、ロードレ

ースは小学生以下、ハーフマラソンは中学

生以下は不可）

（問）大会実行委員会事務局

（山東町中央公民館内）

TEL.079-676-2080

●第18回兵庫・豊岡
円山川マラソン大会

・3月23日（日）
・ハーフマラソン／3,000円

・一般10kmの部／2,000円

・中学生3kmの部／無料

・ファミリージョギング

（約3km）満5歳以上／無料

・申込み締切／2月1 0日（月）消印有効

ただし、ファミリージョギングは当日受

付あり

（問）豊岡市教育委員会

大会事務局

TEL.0796-23-1111

4
APR.

但馬の桜まつり
●桜まつり／城崎町

3月下旬～4月中旬　城崎町木屋町・東山公園ほか
（問）城崎温泉観光協会 TEL.0796-32-3663

●出石桜まつり／出石町
3月下旬～4月下旬　出石町出石城跡

（問）出石町観光協会TEL.0796-52-4806

●立雲峡桜まつり／和田山町
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／山東町
4月上旬（問）山東町観光協会 TEL.079-676-2080

但馬の主な桜の名所
●神武山公園／豊岡市京町
●大師山自然公園／豊岡市引野
●岡見公園／香住町一日市
●月岡公園／香住町香住
●御殿山公園／村岡町村岡
●西方寺・しだれ桜／八鹿町上八木
●樽見・大桜／大屋町樽見
●琴弾公園／大屋町宮垣
●糸原みづめ桜／大屋町糸原
●城山公園／浜坂町城山　
●正福寺・正福寺桜／温泉町湯
●泰雲寺・しだれ桜／温泉町竹田

鉢伏雪まつり

たんとうチューリップまつり

出石城跡
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●あやめ月間
5月上旬～6月下旬
城崎町温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●海上芝桜フェスティバル
5月上旬
温泉町海上

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

●清滝溶岩流まつり（予定）
5月上旬
日高町山宮

（問）清滝地区公民館
TEL.0796-45-1534

但馬牧場公園

兎和野高原野外教育センター

木の殿堂
●ひな人形組み木教室

3月2日（日）
定員20名・1,500円

（問）県立木の殿堂
（村岡町和池）

T E L .0796-96-1388

●中高年スキー教室
～短期で上達したい人のために～
3月2日（日）～6日（木）
1泊2日・40歳以上・30名

●歩くスキーツアー
3月8日（土）～9日（日）
1泊2日・一般学生・30名

●残雪を歩こう
親子春山ハイキング
3月22日（土）～23日（日）
1泊2日・小中高校生と保護者・5 0名

●野外活動指導者
養成研修会（仮称）
5月10日（土）～11日（日）
1泊2日・野外活動指導者
を目指す方・20名

●春のオートキャンプ
フェスタ in Uwano
5月17日（土）～18日（日）
1泊2日・一般学生・30名

●自然観察会
5月24日（土）
一般・30名

●新緑ハイキング
6月7日（土）
一般・100名

●自然観察会
6月21日（土）
一般・30名

●自然観察会
7月19日（土）
一般・30名

●リースづくり教室
3月2（日）
10：00～12：00
250円＋材料費・20名
2/28申込締切

●ソーセージづくり教室
3月9日（日）
10:00～12:00
大人1,000円・子ども875円
30名・3/7申込締切

●畜産講習会
3月17日（月）
10:00～12:00
50名・3/13申込締切

●但馬"牛まつり"写真展
4月1日（火）～5月2 9日（木）

●カウボーイゲーム大会
4月6日（日）10:30～12:00

●春の装いフェア
春季オープニングイベント
但馬ビーフの試食や
羊の毛刈り体験
4月2 0日（日）1 1 : 0 0～1 5 : 0 0

●羊の毛刈り体験
4月27日（日）・29日（祝）
5月04日（日）・05日（祝）
各1 0 : 3 0～1 2 : 0 0・3 0名

●あまごのつかみ取り
5月3日（祝）
1 0 : 00～1 2 : 00・1 0 0名

●そば打ち体験
5月18日（日）
6月29日（日）
各1 0 : 3 0～1 2 : 00・5 0名

●木工教室
6月1日（日）・15日（日）
各1 0 : 00～1 2 : 00・3 0名

●竹細工教室
6月8日（日）
10:00～12:00・20名

●うさぎのレース
7月6日（日）
10:00～12:00・50名

●ラベンダー収穫祭
7月13日（日）・20日（日）
・21日（祝）
各1 0 : 00～1 2 : 00・3 0名

●但馬牛特別展
7月20日（日）～
8月19日（火）

あさご芸術の森美術館
●藤城清治展

3月1 5日（土）～5月1 1日（日）

●誰も見たことのない美術館展
3月22日（土）～5月

●インフォラータin 朝来
5月3日（祝）～5日（祝）

●木内克展
5月3 1日（土）～7月1 3日（日）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来町多々良木）

大人500円・高.大生300円
小中学生200円
TEL.079-670-4111

＊定員や参加費要イベントは事前に電話申し込みが必要です

（問）県立但馬牧場公園（温泉町丹土）

TEL.0796-92-2641

（問）県立兎和野高原野外教育センター（村岡町兎和野）

TEL.0796-94-0211

但馬ドーム
●フレンドリーカップ

ソフトボール大会
3月2 8日（金）～3 0日（日）

（問）日高高等学校木山
TEL.0796-42-1133

●第12回山陰オープン
ゲートボール香住大会
4月3日（木）～6日（日）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.0794-36-3900

●第9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（祝）～5日（祝）

（問）（株）ニチレク
TEL.06-6633-3351

●第4 7回兵庫県高等学校
総合体育大会
ソフトボール競技
6月6日（金）～9日（月）

（問）日高高校木山先生
TEL.0796-42-1133

●全日本少年サッカー
大会兵庫県大会
6月1 4日（土）～1 5日（日）

（問）但馬サッカー協会松原
TEL.0796-24-9191

●第10回ソフトバレー
近隣市町親睦大会兼
全国交流大会
6月2 1日（土）～2 2日（日）

（問）三木市ソフトバレー
ボール連盟
TEL.0794-83-5500

（問）県立但馬ドーム
（日高町名色）
T E L .0796-45-1900

但馬全天候運動場

円山川公苑
●ボートヤード営業開始　

3月23日（日）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）

TEL.0796-28-3085

●春季ドーム杯
グランドゴルフ大会
4月22日（火）

●ジュニア陸上競技
スクール
5月7日（水）～1 0月3 0日（木）
毎週水・木曜日
参加費1,000円（1人）

●ちびっこサッカー
スクール
5月9日（金）～1 0月3 1日（金）
毎週金曜日
参加費1,000円（1人）

●春の寄せ植え講習会
5月11日（日）
参加費1,000円（1人）

●親睦グランドゴルフ
大会
7月1日（火）
参加費2,500円

（問）県立但馬全天候運動場
（八鹿町国木）

T E L . 0 7 9 - 6 6 3 - 2 0 2 1

但馬文教府
●第13回TAJIMA

シルバーダンスのつどい
3月16日（日）
13：00～16：00
参加費3 0 0円（見学無料）
60歳以上

（問）県立但馬文教府
（豊岡市妙楽寺）

T E L .0796-22-4407

＊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ている場合があります。（要電話確認）

Spot
Information

5
MAY.

但馬長寿の郷
●楽しみ手づくり教室作品展

2月1 6日（日）～3月2 6日（水）

●ひな飾りと甘酒のふるまい
3月3日（月）～4月3日（木）
甘酒のふるまい
3月8日（土）1 0 : 00～1 4 : 0 0

●きのこづくり体験
3月9日（日）13:30～
50名・800円

●春のコンサート
アコースティックギターによる
ジャズフラメンコ
3月22日（土）14:00～
入場無料　定員60名

●光と明かりのハーモニー
ヒロ・村岡
スティンドグラス展
4月1日（火）～16日（水）

（問）県立但馬長寿の郷
（八鹿町国木）

TEL.079-662-8456

●岩屋観音大祭
4月20日（日）
朝来町岩屋鷲原寺

（問）鷲原寺
TEL.079-677-0329

●温泉まつり
4月23日（水）～24日（木）
城崎町城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●青倉神社大祭
4月25日（金）
朝来町川上青倉神社

（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-1165

●大師山まつり
4月27日（日）
但東町赤花

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●瀞川稲荷まつり
4月下旬～5月上旬予定
村岡町瀞川稲荷神社

（問）村岡町観光協会
TEL.0796-94-0123

●狗留尊仏まつり
4月29日（祝）
竹野町床瀬

（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

●ミズバショウまつり
4月29日（祝）
大屋町ミズバショウ公園

（問）大屋町観光協会
TEL.079-669-1104

●ひだかフラワー
フェスティバル
4月29日（祝）
日高町花の基地

（問）日高町住民課
TEL.0796-42-1111

●白井大町藤まつり
4月下旬～5月上旬
和田山町白井大町公園

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3301

●北前まつり
5月3日（祝）9：30～
竹野町竹野浜

（問）竹野町観光協会
TEL.0796-47-1080

●三川権現大祭
5月3日（祝）
香住町三川権現

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

●大生部兵主神社春の大祭
5月3日（祝）
但東町薬王寺大生部兵主神社

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●第5回氷ノ山・鉢伏山
新緑登山大会
5月3日（祝）～4日（日）
参加料800円（登山のみ）

（問）関宮町観光協会
TEL.079-667-3113

●但馬中央山脈縦走大会
5月3日（祝）～4日（日）
妙見山～蘇武岳～三川山

（問）八鹿町産業課
TEL.079-662-3165

●秋岡稲荷祭
5月3日（祝）

●小代渓谷まつり
5月4日（日）
美方町秋岡地区矢田川沿

（問）秋岡新風会事務局
TEL.0796-97-3161

●春のふるさと感謝祭
5月3日（祝）～5日（祝）
朝来町道の駅あさご

（問）朝来町企画振興課
TEL.079-677-1165

●しょうぶ湯まつり
5月3日（祝）～5日（祝）
城崎町各外湯

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●せきのみや
フラワーフェスティバル
5月4日（日）
関宮町役場周辺

（問）関宮町産業課
TEL.079-667-3503

●幟まわし
5月5日（祝）
出石町出石神社

（問）出石町産業振興課
TEL.0796-52-3111

●荊木山里山まつり
5月5日（祝）
竹野町羽入荊木山

（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

てっせん・クレマチス彩

しょうぶ湯まつり

ミズバショウ

三川権現大祭

●但馬空港開港
9周年記念イベント
5月中旬
コウノトリ但馬空港

（問）但馬空港推進協議会
TEL.0796-24-2247

●てっせん・クレマチス彩
5月中旬
出石町本覚寺

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

●第2回ひだかオープン
ガーデン賞
5月中旬
日高町内30カ所予定

（問）日高町住民課
TEL.0796-42-1111

●花と緑のつどい
5月中旬
村岡町瀞川平

（問）村岡町観光協会
TEL.0796-94-0123

●奈佐森林公園まつり
5月下旬
豊岡市奈佐森林公園

（問）豊岡市農政課
TEL.0796-23-1111
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●フルーツ祭り
6月中旬
養父町但馬楽座・Ｙタウン

（問）養父町フルーツ生産組合
TEL.079-664-0281

●須谷あじさいまつり
6月22日（日）
竹野町須谷円通寺

（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

●ゆりまつり
6月22日（日）
竹野町奥須井長養寺

（問）竹野町産業観光課
TEL.0796-47-1111

●第5回ラベンダーまつり
6月下旬
出石町片間ふれあい農園

（問）組合長 中尾軍治
T E L .0 9 0 - 5 2 5 3 - 8 0 4 5

●奥赤あじさいまつり
6月下旬
但東町奥赤

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

●湯村温泉まつり
6月1日（日）
温泉町湯村温泉街　

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

●鼻かけ地蔵尊祭
6月1日（日）
城崎町楽々浦

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

●菖蒲綱つくりまつり
6月上旬
村岡町和田皇大神社

（問）村岡町観光協会
TEL.0796-94-0123

●きのさき温泉
YOSAKOIまつり
6月7日（土）
城崎町温泉街

（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411

●川に親しむつどい
6月1 5日（日）10：0 0～
竹野町鬼神谷

（問）竹野町ふるさと創生協会
TEL.0796-47-1111

ひぼこホール

●TAJIMAクラシックパーク
V o l . 2～ヴァイオリン＆
ピアノのコンサート
3月2 1日（祝）1 8 : 3 0開演
一般1,500円
小中高校生500円

（問）生野町民会館
（生野町口銀谷）

TEL.079-679-4500

生野町マインホール

温泉町夢ホール

豊岡市民会館
●田村晃子ピアノ発表会

3月2日（日）
TEL.0796-23-2779

●シンフォニア・
ワルソビア豊岡公演
5月8日（木）

●1 0 h t女性合唱団コスモス
2 5周年リサイタル
6月28日（土）
19:00開演
大人5 0 0円、小中高3 0 0円
TEL.0796-24-0491

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野）

TEL.0796-23-0255

お知らせ

●夢ホール歌声広場
決戦 3月2日（日）
13:30～・1,000円

（問）温泉町公民館（温泉町湯）

TEL.0796-92-1870

●寺井尚子クインテット
6月7日（土）19：00開演

（問）おおやホール
（大屋町山路）

TEL.079-669-0488

おおやホール

Hall Information

●平成1 4年度優秀映画鑑賞推進
天国と地獄
3月2日（日）
14:00開演　500円

●TAJIMAクラシックパーク
Vol.2～ソプラノ＆テノール　
による声楽コンサート～
3月23日（日）15:00開演
全席自由・大人1,500円
子ども500円

●Kiroroコンサート
ツアー2003

“Four  Leaves  Clover”
4月26日（土）
18:30開演

入場料4 , 5 0 0円（全席指定）

＊各イベント全て当日券3 0 0円増

（問）和田山町文化会館
（和田山町玉置）

TEL.079-672-1000

ジュピターホール

6
JUN.

●メモリアルコンサート
4月20日（日）18:30開演
一律5 0 0円　全席自由席

●森山良子
アコースティック
コンサート
6月22日（日）19:00開演

A席 4,500円

B席 4,000円

桟敷席 7,200円

当日各500円増

（問）出石町文化会館
（出石町水上）

TEL.0796-52-6222

募集
●平成15年度但馬ふるさとづくり大学
「但馬人」コース 募集要項

「但馬をよく知り、愛し、行動する」

郷土但馬の現状や歴史、

また、地域づくりの事例や理論を学びます。

・募集対象者／満1 8歳以上の但馬地域に在住、または

勤務する人。

・募集定員／50名

・開講日／開講日は5月から翌年3月まで（1月、2月

を除く）の主に第2・第4土曜日を予定しています。

但し、講師等の都合により、日曜日あるいは平日に

開催する場合もあります。

・開講場所／但馬各地の公共施設等で実施します。

・講座回数／講義、視察研修等、年間1 2回となります。

・受講料／年額25,000円

(尚、視察研修等にかかる実費については、一部を除

いて受講生負担となります)

・募集期間／平成15年4月30日（水）まで

・応募方法／受講申込書に必要事項を記入の上、郵

送またはF AXにて下記の事務局へお申し込みくだ

さい。なお、電話でのお申込みは手違いが生じる

ことがありますので、お問い合せの上、申込書で手

続きをしていただきます。

・受講者の決定、通知／受講者の決定後、決定通知お

よび受講料納付書を送付します。

・修了証／適正に受講した人には、名誉学長および

学長連名の修了証を授与いたします。

（問）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
T E L . 0 7 9 6 - 2 4 - 2 2 4 7／F A X . 0 7 9 6 - 2 4 - 1 6 1 3

●朝来山 里山クラブ“どんぐり”

会員募集！ご応募お待ちしています
朝来山の一画にある県立南但馬自然学校の敷地を

フィールドにして里山づくりを楽しむ会ができま

した。広く住民の方に参加していただき、自然学

校を利用する児童・生徒及び県民が親しめる森づ

くりをめざしています。

・どんな人が会員になれますか／里山づくりをして

みたい人、里山に興味のある人、とにかく何かを

してみたい人など関心のある方ならどなたでも会

員になれます。

・どんなことをするのですか／

★里山に親しむグループ

針葉樹林や広葉樹林の整備、マツタケ山の造成、

実のなる木の植樹など体を動かすグループ

★里山を楽しむグループ

里山の散策、草花・小鳥・蝶などを愛でる、草木

染め、リース・つるかごなどのクラフトを通して

里山を楽しむグループ

★里山を食べるグループ

春の山菜、秋の木の実やきのこを食べて楽しむ

グループ

★里山を観察するグループ

里山の自然を観察し記録を残すグループ

・会費／年間1,000円（主に通信費）

・応募方法／氏名、性別、生年月日、住所、電話番

号、所属団体、参加希望グループ名を、電話、E

メール、ファックス、郵便などで県立南但馬自

然学校へ連絡してください。

（問）県立南但馬自然学校 総務課内 担当 中川
〒669-5134 兵庫県朝来郡山東町迫間字原189
T E L . 0 7 9 - 6 7 6 - 4 7 3 0／F A X . 0 7 9 - 6 7 6 - 4 0 0 8
E-mail   shizen-bo@hyogo-c.ed.jp

TAJIMA
News

南但馬グリーンツーリズム協会
ホームページ開設
http://www.minamitajima.com
どしどしアクセスお待ちしています

（問）南但馬グリーンツーリズム協会事務局

TEL.FAX.079-678-0800

但馬のほたるまつり
●ほたるまつり（予定）／山東町

6月上旬　山東町役場周辺
（問）山東町観光協会 TEL.079-676-2080

●石田区ホタル祭り／朝来町
6月7日（土）朝来町石田地区

（問）朝来町観光協会 TEL.079-677-1165

●ほたる夕べ／日高町
6月中旬　日高町田ノ口

（問）日高町観光協会 TEL.0796-45-0800

●ほたる祭り／養父町
6月中旬～下旬　養父町奥米地

（問）ほたる祭り実行委員会
TEL.079-665-0586

●さのうホタル祭り／朝来町
6月15日（日）予定
朝来町さのうコミュニティセンター

（問）朝来町観光協会
TEL.079-677-1165

●蛍まつり／出石町
6月下旬 出石町奥山地区

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

ネクタリン

あじさい

沢崎恵美（ソプラノ）

T A J I M Aクラシックパーク（和田山公演出演アーティスト）

T A J I M Aクラシックパーク（生野公演出演アーティスト）

中鉢聡（テノール） 瀧田亮子（ピアノ）

ゲンジボタル
礒 絵理子

（ヴァイオリン）川井綾子（ピアノ）

ゆり

鼻かけ地蔵尊
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豪華賞品をもらおう
●1等／ホテル宿泊券

湯村温泉　佳泉郷井づつや　ペア1組様

城崎温泉　西村屋ホテル招月庭ペア1組様

●2等／但馬牛ステーキセット 5名様

●3等／但馬の特産品 20名様

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（T A G）に参加
することができます。但馬を巡ってクイ
ズに答えて、すてきな賞品をもらおう。
さらに！お得な特典がいっぱい。
まずは但馬ファンクラブに入会しよう！

●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1 , 0 0 0円を添えて郵便

局にお振込ください。（手数料不要）

※上記、申込書は但馬ふるさとづくり協会に

ご請求ください。

●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）

★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。

●有効期限／会費納入時から1年間

●問い合わせ・申込先／（財）但馬ふるさとづくり協会
〒6 6 8 - 0 0 4 4兵庫県豊岡市山王町11番28号
TEL.0796（24）2247  FAX.0796（24）1613
h t t p : / / w w w . t a j i m a . o r . j p / f a n /
t j m - f u r u s a t o 2 @ t a j i m a . o r . j p

本誌「Ｔ2」と但馬の新鮮情報を年3回お届けします。

但馬のレジャー・グルメなどの

観光スポット情報や割引協賛施

設の一覧表と割引券など、お得

な情報・特典がいっぱい。とっ

てもうれしいパスポート。

但馬内の有料公的施設や城

崎・湯村温泉など観光地の宿

泊施設、飲食店、土産物店、

レジャー施設などの割引を

いたします。

2002第2回出題問題です「但馬ファンクラブ」に入会してチャレンジしてね

よく読んでSTART
●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。

●左記の1 0問の問題の中から3問を選び、クイズに答

えてください。

●3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3口までご応募でき

ます。但し、一度答えた問題を重複して答えると無効

になりますので、ご注意ください。

●はがきに答えを書き込んで、住所・氏名・年齢・電話

番号・会員番号を記入の上、ご応募ください。

●3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。

●実施期間／平成14年10月上旬から平成15年2月末まで

●応募締切／平成15年2月28日（金）（当日消印有効）

● 応募ハガキの宛先

〒668－0044 兵庫県豊岡市山王町１１番２８号

（財）但馬ふるさとづくり協会「ＴＡＧ」係

出題MAP

問 題

●出石町 出石町の町中（中心部）にある辰鼓楼は、

町のシンボルとして親しまれています。さて、辰鼓

楼とは何と読むでしょうか？

●但東町 但東町は、明石と同じく「子午線が通る

町」で子午線公園がありますが、東経何度に位置す

るでしょうか？

●八鹿町 名草神社にある三重塔は、元は島根県

○○大社にあったものが、江戸時代に移築されまし

た。○に当てはまる漢字2文字を答えてください。

●養父町 古代村には茅葺きの竪穴式住居5棟が

再現されていますが、さて、高床式倉庫は、何棟あ

るでしょうか？

●大屋町 天滝はその名のとおり、天から降るか

のように絶壁を飛び出た水流が約6 0ｍ下の岩場

に砕け散り、さらに約何ｍ下の滝壺に流れ落ちる

でしょうか？

●関宮町 鉢伏高原には、多数スキー場があるこ

とで有名ですが、別名○○高原と呼ばれています。

○に当てはまるカタカナ2文字を答えてください。

●生野町 銀山湖は、昭和4 7年に作られた人工の

湖ですが、その周囲は約何キロメートルでしょうか？

●和田山町 山城遺跡として全国でも稀な完存す

る遺構として知られる竹田城跡の別名は？

●山東町 楽音寺には、あるハチの群生地があり

ますが、そのハチの正式名称をカタカナ1 0文字で

答えてください。

●朝来町 鷲原寺の観音堂には鎌倉時代に作られ

たと思われる立派な○○面千手観音が安置されて

います。○に当てはまる漢数字２文字を答えてく

ださい。

急げ！締切迫る！
平成15年2月28日（金）消印有効

さぁ、但馬に行かなくっちゃ！


