
EVENT INFORMATION TA J I M A
●開催日など諸事情により変更される場合があります

湯村の火まつり
8月24日（火）19:00頃
温泉町湯村温泉街

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

八幡山芸術祭
8月28日（土）
村岡町福岡 八幡山公園

（問）村岡町教育委員会
TEL.0796-94-0321

せきのみやふれあいまつり
8月28日（土）
養父市関宮小学校周辺

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331

町民花火大会
8月下旬
出石町福住地区

（問）出石町観光協会
TEL.0796-52-4806

美方つちのこ探検
8月下旬
美方町内

（問）美方町観光協会
TEL.0796-97-2250

久谷ざんざか踊り
9月15日（水）
浜坂町久谷 八幡神社

（問）浜坂町産業観光課
TEL.0796-82-3111

湯村秋まつり
9月15日（水）
温泉町湯村温泉街

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

宝の道七福神大祭
9月23日（祝）
但東町大河内 楽音寺

（問）楽音寺
TEL.0796-55-0106

銀谷祭り
9月26日（日）
生野町鍛冶屋町通り周辺

（問）生野町まちづくり政策課
TEL.079-679-5810

“元気ひだか”
ふれあい物産まつり
9月26日（日）
日高町役場周辺

（問）日高町商工会
TEL.0796-42-1251

日高町制50周年記念
ひだかまつり
9月26日（日）
日高町文化体育館周辺

（問）日高町企画課
TEL.0796-42-1111

かえる島絵馬祈願
7月19日（祝）10:00～
香住町今子浦海水浴場

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

城崎温泉夏物語イベント
7月20日（火）～8月19日（木）
城崎町温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

浜坂ふるさと夏まつり
花火大会
7月21日（水）20：00～
浜坂町浜坂県民サンビーチ

（問）浜坂町商工会
（大会実行委員会）
TEL.0796-82-1152

日高町美術展
7月22日（木）～24日（土）
日高町文化体育館

（問）日高中央公民館
TEL.0796-42-2020

竹田松明祭
7月23日（金）20:00頃から
和田山町朝来橋下流円山川

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

日高夏祭り
7月23日（金）・24日（土）
日高町JR江原駅周辺

（問）日高町商工会
TEL.0796-42-1251

万燈の火祭り
7月24日（土）19:00～
香住町三谷河川敷

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

生野夏祭り
7月24日（土）
生野小学校グラウンド

（問）生野町観光協会
TEL.079-679-2222

第27回香住ふるさとまつり
7月24日（土）・25日（日）
海上花火大会
7月24日（土）20:00～
香住町香住浜一帯

（問）香住町産業課
TEL.0796-36-1111

上山キャンプ
7月24日（土）・25日（日）
温泉町上山高原

（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

朝顔まつり
7月24日（土）・25日（日）
朝来町中央公民館

（問）中央公民館
TEL.079-677-1165

ラベンダーフェスティバル
7月10日（土）・11日（日）
養父市東鉢伏高原体験村
入場料300円

（問）東鉢伏高原体験村
TEL.079-667-8029

薬師祭
7月11日（日）
但東町栗尾 松禅寺

（問）松禅寺
TEL.0796-55-0034

但東クラシックバレエ
「10周年記念発表会」
7月11日（日）13：30開演
出石町ひぼこホール

（問）但東クラシックバレエ
TEL.0796-56-0633

円山川くだり納涼舟
7月17日（土）
豊岡市円山川小島岸壁

（問）豊岡観光協会
TEL.0796-22-8111

荒湯天狗まつり＆
但馬牛感謝祭
7月17日（土）
温泉町湯村温泉街

（問）温泉町商工会
TEL.0796-92-1856

気比の浜大宝さがし大会
7月17日（土）
豊岡市気比の浜

（問）気比の浜大宝さがし
大会実行委員会
TEL.0796-22-8111

第32回港まつり
7月17日（土）
豊岡市港地区

（問）港まつり実行委員会
（港観光協会内）

TEL.0796-28-3244

ようか夏祭り
7月17日（土）・18日（日）
養父市八鹿地区

（問）実行委員会
TEL.079-662-7601

第20回清竜の滝まつり
7月18日（日）
但東町西谷 清竜の滝

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

寺内ざんざか踊り
7月18日（日）
和田山町寺内 山王神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-1307

矢田川まつり
7月18日（日）
村岡町長瀬 大平公園

（問）村岡町町民課
TEL.0796-94-0321

ゆかたフェスタ2004
7月19日（祝）
城崎町温泉街

（問）城崎町まちづくり課
TEL.0796-32-0001

駅前健康ふれあいまつり
7月25日（日）
10:00～16:00
和田山町JR和田山駅前

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-3031

川下祭
7月28日（水）
香住町七日市 天満宮

（問）香住町観光協会
TEL.0796-36-1234

第34回竹野町海上花火大会
7月30日（金）20:00～
竹野町竹野浜一帯

（問）竹野町観光協会
TEL0796-47-1080

ふるさと美方夏まつり
7月31日（土）
美方町大谷商店街

（問）美方町商工会
TEL.0796-97-2208

柳まつり
8月1日（日）・2日（月）
豊岡市街地・総合体育館
2日花火大会（2000発）

（問）豊岡商工会議所
TEL.0796-22-4456

城崎ふるさと祭り
8月4日（水）
城崎町温泉街

（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411

村岡ふる里まつり
8月7日（土）
村岡町村岡商店街

（問）村岡町商工会
TEL.0796-94-0706

神鍋火山まつり
8月8日（日）19:30～
日高町神鍋山（栗栖野側）

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

海上傘踊り
8月1 4日（土）～1 5日（日）
温泉町海上

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

岸田さえもん踊り
8月1 4日（土）～1 6日（月）
温泉町岸田

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

丹土はねそ踊り
8月1 4日（土）～1 6日（月）
温泉町丹戸

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

大屋ふるさと祭り
8月15日（日）10：00～
大屋地域局周辺

（問）養父市大屋地域局
TEL.079-669-0120

養父ふるさと祭り
8月16日（月）
養父地域局広谷

（問）養父市振興課
TEL.079-664-0281

あさご夏まつり
8月16日（月）
朝来町民体育館とその周辺

（問）朝来町産業振興課
TEL.079-677-2114

若杉ざんざか踊
8月16日（月）
大屋町若杉 三社神社

大杉ざんざこ踊
8月16日（月）
大屋町大杉 二官神社

（問）大屋町観光案内所
TEL.079-669-1104

山東町夏祭り
8月19日（木）
山東町梁瀬小学校周辺

（問）山東町産業課
TEL.079-676-2080

大谿川納涼灯籠流し
8月19日（木）
城崎町温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

愛宕の火祭
8月22日（日）9:00～
出石町松枝 出石川河川敷

（問）伊福部神社
TEL.0796-52-3837

第11回石橋池たらい漕ぎ競争
8月22日（日）
温泉町石橋

（問）温泉町観光協会
TEL.0796-92-2000

和田山地蔵祭
8月22日（日）・23日（月）
和田山町内

（問）和田山町商工観光課
TEL.079-672-1307

湯流れ万灯（予定）
8月23日（月）
城崎町温泉街

（問）城崎町商工会
TEL.0796-32-4411

EVENT CAL ENDAR
7月8月

9月

8月
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夏季親子キャンプ
7月3日（土）～4日（日）

自分・新発見！
～夏山にチャレンジ～
7月3 0日（金）～8月9日（月）

夏のオートキャンプフェスタ
in Uwano
8月2 0日（金）～2 2日（日）

夏休み親子作品づくり大作戦
8月21日（土）

紙飛行機コンテスト
9月19日（日）

（問）兎和野高原野外教育
センター（村岡町兎和野）

TEL.0796-94-0211

米倉斉加年展
7月10日（土）～8月29日（日）

あさご芸術の森アートフェスティバル
7月29日（木）～8月2日（月）

ダムの風に吹かれてコンサート
「チュリッシュ in 朝来」
7月31日（土）

卆寿を生きる作家展
9月4日（土）～10月11日（祝）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来町多々良木）
TEL.079-670-4111

小黒三郎組み木展
6月5日（土）～7月11日（日）

小黒三郎組み木教室
7月3日（土）～4日（日）

押し花絵展
7月10日（土）～8月29日（日）

押し花絵教室
7月18日（日）・8月8日（日）

夏休み組み木教室
8月1日（日）・7日（土）

但馬の巨木・ふれあいの森写真コンテスト
8月2 1日（土）～9月2 0日（祝）

第7回森と木のクラフト展
9月25日（土）～10月24日（日）

童話組み木教室
9月19日（日）

（問）県立木の殿堂
（村岡町和池）
T E L .0796-96-1388

親睦グラウンドゴルフ大会
7月6日（火）

CSRいきいきドームまつり
8月1日（日）

（問）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

森のガイド講演会
7月1 1日（日）・8月8日（日）・
9月12日（日）

涼風まつり・お茶会
癒しの森コンサート
7月19日（祝）

草花と木の名前講習会
7月2 5日（日）・8月2 2日（日）・
9月19日（日）
コーヒー付500円

（問）むらおか振興公社
（村岡町和池）

TEL.0796-96-1187

10周年記念特別展
7月17日（土）～8月22日（日）

ラベンダー収穫祭

7月18日（日）・19日（祝）

うさぎレース
7月25日（日）

宝探し
8月1日（日）

そうめん流し
8月7日（土）・8日（日）

但馬ビーフの試食
8月22日（日）

但馬牛のブラッシング体験
9月5日（日）

子牛と散歩しよう
9月12日（日）

2004但馬牛の絵展
9月13日（月）～26日（日）

おはぎ作り教室

9月20日（祝）

10周年記念式典
9月26日（日）

（問）県立但馬牧場公園
（温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

但馬生活創造情報プラザ
交流会
7月3日（土）

ひょうごユースセミナー
「頭のスポーツ将棋」
7月27日（火）～29日（木）

但馬美術展
8月11日（水）～23日（月）

文教府夏期大学
8月28日（土）

小中学生作文・詩集
「但馬の子ども」
9月1 0日（金）～1 0月2 0日（水）

科学する但馬の子ども作品展
9月1 7日（金）～2 7日（月）

（問）県立但馬文教府
（豊岡市妙楽寺）
TEL.0796-22-4407

第3回ワールドフットサルフェスタ
in 神鍋高原

7月11日（日）
（問）日高町商工観光課
TEL.0796-42-1111
2 0 0 4ゲートボールフェスティバル
7月12日（月）～13日（火）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.0794-36-3900

但馬ドームサマーミュージアム
「アジアのこどもたちの絵日記展」
8月1日（日）～31日（火）

第56回西日本医科学生
総合体育大会（ラグビー）
8月8日（日）・10日（火）

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

神鍋ジュニアサッカー
サマーカーニバル
8月13日（金）～15日（日）

（問）ニチレク
TEL.06-6633-3351

第18回神鍋少年サッカー大会
8月20日（金）～21日（土）

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

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

円山川公苑

但馬文教府
ハッチョウトンボを探そう
7月3日（土）・17日（土）

コウノトリの飼育体験と
里山の生き物観察
7月27日（火）～29日（木）

川に住む生き物たち
7月31日（土）

トンボをつかまえよう
8月7日（土）・21日（土）

里山の生き物観察会「夜の生き物」
8月20日（金）

水辺に咲く花
9月11日（土）

秋の草花
9月25日（土）

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

コウノトリの郷公園

但馬ドーム但馬全天候運動場木の殿堂但馬牧場公園

あさご芸術の森美術館

夏の森の中に出かけてみよう
─昆虫採集─
7月10日（土）

朝来山里山つくりイベント
8月未定

親子で自然学校
8月9日（月）～11日（水）

（問）県立南但馬自然学校
（山東町迫間）
TEL.079-676-4730

南但馬自然学校

但馬高原植物園～瀞川平～

兎和野高原野外教育センター

「アートi n フード・ワンダーランド」
－見た目でびっくり・美術を味わう－
6月6日（日）～9月2 0日（祝）

プールオープン
7月17日（土）～8月31日（火）

円山川公苑カップ
カヌーポロ大会
9月4日（土）～5日（日）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

●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。施設の催し物

おすすめイベント

但馬２市1 4町から海の幸・山の幸をはじめと

する自慢の食材や加工品が大集合。お餅つ

きやジャンボ巻き寿司大会、大根のかつらむ

きコンテスト、そばの早喰い大会など、食に関

わる多彩なイベントがいっぱい。

（問）和田山町商工観光課　T E L .079-672-1307

但馬・食文化まつり
和田山町中央文化公園
山城の郷「ふるさと館」／和田山町

日本一の品質を誇る「但馬牛」を

テーマにしたイベント。賞金総額2 3 0万円の

「造型物のコンテスト＆パレード」では、但馬牛

をイメージした作品がずらり。また、但馬牛の

ファッションショー、但馬ビーフの特別料理コ

ーナー、但馬の物産展なども賑やかに開催。

（問）温泉町企画観光課　T E L .0796-92-1131

但馬牛まつり
県立但馬牧場公園／温泉町

小型航空機のエアロバティック（曲技飛行）や
ヘリコプターエアショーなど、空を舞台にしたイ
ベントがいっぱい。

（問）コウノトリ但馬空港
フェスティバル実行委員会
T E L .0796-23-1401

コウノトリ但馬空港
フェスティバル
但馬じばさんまつり
コウノトリ但馬空港／豊岡市・日高町

10月
16・17
（土）（日）

8月
28・29
（土）（日）

9月

26
（日）
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中野勘太郎一座公演
「天野屋利兵衛」～忠臣蔵外伝～
7月4日（日）2回公演
13:30～・18:30～開演
A席1,500円・
B席1,000円・
桟敷席（ペア）2,400円

松永貴志（ピアノ）トリオ
7月19日（祝）19:00開演
一般2,500円・
高校生以下2,000円・
桟敷席（ペア）4,000円
＊各イベント全て当日券500円増

出石城築城400年祭記念
NHK「民謡をたずねて」公開録音
7月23日（金）
18:00開演予定
入場整理券が必要です

（問）出石町文化会館
（出石町水上）
TEL.0796-52-6222

ピアノ発表会
7月23日（金）～25日（日）

（問）田中音友堂
TEL.0796-23-0380

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

伊藤多喜雄“民謡”コンサート
8月28日（土）18:30開演
大人2,000円
小中高生1,000円

高石ともやと
おやじバンド大集合（仮）
9月25日（土）18:00開演
入場料未定

（問）生野町民会館
（生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

河村隆一　Tour 2004
“バニラ”～次の瞬間．．．～
7月18日（日）18:00開演

（全席指定）6,300円
＊当日券300円増（前売完売の

場合、当日券の発売なし）

第4回ジュピターホール
アマチュアバンドフェスティバル
8月1日（日）13:30開演

（全席自由）500円
＊当日券300円増

佐渡裕と「スーパーキッズ・
オーケストラ演奏会」
8月29日（日）14:30開演

（全席指定）
大人2,000円
高校生以下1,000円

（問）和田山町文化会館
（和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

第6回ビバホール
チェロコンクール
一次予選：
7月21日（水）・22日（木）
二次予選：7月23日（金）
本　　選：7月25日（日）
一次・二次予選入場無料
ただし整理券が必要
本選のみ有料1,000円

（問）養父市立養父公民館
（養父市広谷）
TEL.079-664-1141

よしもとデリバリーシアター
爆笑バトルin とよおか2004
7月10日（土）14:00開演
指定席2,500円
自由席2,000円

レニングラード
国立舞台サーカス
8月8日（日）2回公演
13:00～・16:00～開演
一般3,000円
中学生以下2,000円
親子券（2枚セット）
4,500円

エリック宮城 &
EMbandコンサート
8月29日（日）19:00開演
指定席3,000円
自由席2,500円
高校生以下1,500円
＊各イベント全て当日券500円増

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野）
TEL.0796-23-0255

ふれあいの祭典
合唱の祭典
10月3日（日）

八鹿観世能
1 0月2 4日（日）1 3 : 0 0開演

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

県民芸術劇場
ミクル☆ファミリーミュージカル

「パロロン石はどこいった」＆
「がんばれダストバスターズ」
8月8日（日）18：00開演
大人1,000円
高校生以下800円
親子ペア1,500円

（問）温泉町公民館
（温泉町湯）
TEL.0796-92-1870

GORO SHOW
（谷五郎コンサート）
7月11日（日）14:00開演
大人1,000円
小中高生500円

伊藤多喜雄コンサート
9月3日（金）19:00開演
一般2,000円
小中高生1,000円
＊各イベント全て当日券300円増

第11回公募展木彫
フォークアート・おおや
9月23日（祝）～
10月5日（火）

（問）おおやホール
（養父市大屋町大屋市場）
TEL.079-669-0488

因幡・但馬広域観光キャンペーン事業
世界的絶景！因幡・但馬おすす
めビューポイント写真コンテス
ト実施要項【春・夏部門】
・題材／因幡・但馬地域で多くの
人に見てもらいたいおすすめの
景観や観光スポットなどをおさ
めた写真とします。撮影対象に
なる市町村（豊岡市・城崎町・竹
野町・香住町・浜坂町・温泉町・
鳥取市・国府町・岩美町・福部
町・気高町・鹿野町・青谷町）
・応募資格／住所、年齢、プロ・
アマを問いません。応募点数は
自由、ただし、未発表作品に限り
ます。
・規格／カラープリント4つ切

（ワイド可）または判切とします。
・撮影・応募期間／春・夏部門
平成16年3月1日～9月30日

（撮影期間に制限はありません）
・応募方法／作品裏面に画題、住
所、氏名、年齢、電話番号、撮影
年月日、撮影場所を明記した応
募票を貼り、応募期間内に下記ま
で郵送または持参してください。
〒668-0044
兵庫県豊岡市山王町11-28
実行委員会事務局

（但馬観光連盟内）
TEL.0796-24-5051

第1 1回公募展
木彫フォークアート・おおや
～ふるさとの命の姿～
・募集作品／未発表のフォークア

ートの木彫作品。幅（Ｗ）、奥行
（Ｄ）、高さ（Ｈ）の合計が1 2 0 c m
以内で、重さが20kg以下。

・応募締切／8月27日（金）
・出品料／3,000円
・賞／グランプリ

1点100万円（買い上げ賞）
銀賞4点5 0万円（買い上げ賞）他
出品数は1人につき1点のみ

・展覧会会期
平成16年9月23日（祝）
～10月5日（火）

・展覧会会場
おおやホール

（養父市大屋町山路7番地）
（問）実行委員会事務局
（養父市大屋地域局内）
TEL.079-669-0120

2004但馬牛まつり
造型物コンテスト参加者募集
★賞金総額230万円

参加賞5万円ほか
・9月26日（日）

但馬牧場公園
高さ3mの屋根を通過可能なもの

・造形物の部
先着13台
最優秀賞30万円

・パフォーマンスの部
最優秀賞10万円

・締切／8月下旬（予定）
（問）温泉町企画観光課
TEL.0796-92-1131

2004 花の絵画 全国公募展
・募集作品／絵画であれば手法は

問いませんが、標語ポスターは
受け付けません。小学校児童、
中学校生徒の作品で、学校およ
び団体の推薦作品。

・テーマ／「私のまわりの花や緑」
・募集期間

7月1日（木）～11月20日（土）
・作品規格／四つ切り以内

１人１点自作に限る
・賞／兵庫県知事賞他

（問）公募展事務局
（朝来町中央公民館内）
TEL.079-677-2119

第25回兵庫神鍋高原
マラソン全国大会
8月29日（日）
神鍋高原周回コース
・ハーフマラソン・5km・10km
・ファミリージョギング
・参加料 3，500円

（1名または1家族）
・申込締切6月30日（水）

（問）神鍋マラソン事務局
TEL.0796-42-1111

第16回香住潮風
マラソン大会
9月25日（土）
香住町香住漁港西港～
海岸道路
・ロードレース5km.10km

ジョギング3km
・参加料 3，000円
・申込締切 8月13日（金）

（問）潮風マラソン大会事務局
TEL.0796-36-2467

第7回村岡ダブルフル
ウルトラランニング
9月26日（日）
村岡町内一円
・100km 参加料14，000円
・088km 参加料12，000円
・044km 参加料08，000円
・申込締切 8月23日（月）

（問）村岡町教育委員会局
TEL.0796-94-0321

豊岡市民会館

じばさんTAJIMA

ひぼこホールジュピターホール

養父市八鹿文化会館

ビバホール

おおやホール

夢ホール

マインホール

マラソン・ジョギングニュース 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

第10回グランプリ作品
「鳥を抱く子供」

銀賞作品
「おかえり」
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●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）

●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

●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

1 0 0 0

1 0 0 0

011 4 0 3 88867

大阪

011 4 0 3

8 8 8 6 7

但馬ファンクラブ入会

財団法人但馬ふるさとづくり協会

財団法人但馬ふるさとづくり協会
入　
会　
専　
用　
申　
込　
書　
が　
手　
元　
に　
な　
い　
場　

合　
は　
、　
お　
近　
く　
の　
日　
本　
郵　
政　
公　
社　
に　
あ　

り　
ま　
す　
払　
込　
取　
扱　
票　
に　
、　
右　
記　
の　
黒　
字　

事　
項　
と　
郵　
便　
番　
号　
・　
住　
所　
・　
氏　
名　
を　
ご　

記
入
い
た
だ
き
、　
お
振
込
く
だ
さ　
い　
。　

※赤色の郵便振替申込書に記入してください

3年会員は3,000円

正確にご記入ください

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。

お得で便利なパスポート
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。

但馬
アドベンチャー
ゲーム
本誌に年2回、但馬各
市町のご当地クイズ
を出題。但馬ビーフ
や城崎温泉などの宿
泊券など豪華景品が
当たるクイズに参加で
きます。

但
馬
フ　
ァ　
ン
ク
ラ　
ブ
協
賛
施
設

大
集
合

いろり処にし吉

フィッシャーマンズ・
ビレッジ

但馬酒造（有）

食事代から１割引

食事代から１割引

定価の１割引

酒、全種類を１割引
ただし、1本につき割引券1枚

豊岡市瀬戸207-1
Tel.0796-28-3078

豊岡市瀬戸77-21
Tel.0796-28-3148

豊岡市千代田町6-33
Tel.0796-22-3248

竹野町

豊岡市

床瀬そば
竹野町椒631
Tel.0796-48-0406

谷間そば 食事代から１割引 竹野町椒
Tel.0796-48-0439

ふるさとそば 食事代から１割引 竹野町椒864
Tel.0796-48-0435

そばの館　椒 食事代から１割引（見学体験施設） 竹野町椒1247
Tel.0796-48-0939

手づくり豆腐・栃もちの店
すのたにや 食事代から１割引（要予約） 竹野町須野谷150

Tel.0796-48-0719

香住町

かすみ朝市センター 定価の１割引
香住町境1114-1
Tel.0796-36-4500

遊魚館 １割引
香住町若松747
Tel.0796-36-4545

日高町

道の駅神鍋高原
レストランマロニエ

食事代から１割引
（1,000円以上の利用に限る）

日高町栗栖野59-13
Tel.0796-45-1331

但馬ドーム
マロニエマジータ

食事代から１割引
（1,000円以上の利用に限る）

日高町名色88-50
Tel.0796-45-1777

虹洋陶苑（出石焼） １割引（但し一部商品を除く） 出石町八木57
Tel.0796-52-5945

出石町

そば道場「森の館」 皿そば代800円、体験1,500円（10皿）の1割引
焼き物教室2,500円制作（2ヶ→3ヶに）

出石町福住30
Tel.0796-52-2248

本陣 皿そば代から1割引 出石町八木65
Tel.0796-52-4459

左京 皿そば代1人前のみ800円を750円にします
（但し、休日・年末年始・GW・盆などを除く）

出石町内町57-1
Tel.0796-52-6273

そば処刀屋 皿そば代から1割引 出石町八木62
Tel.0796-52-6400

そばの里大門 皿そば代から１割引
（但し、他の割引券との併用はできません）

出石町八木22
Tel.0796-52-5736

出石町

美方町

養父町

辰鼓櫓 皿そば代から１割引、お土産代から１割引 出石町小人13
Tel.0796-52-2260

桂 皿そば代から２割引、お土産代消費税サービス 出石町宵田105-2
Tel.0796-52-7027

石城閣 皿そば代から１割引、そば打ち体験代から１割引 出石町内町40
Tel.0796-52-4336

官兵衛

ステーキハウス
石楠花

道の駅やぶ

高中そば処

食事代から１割引
（但し、他の割引券との併用はできません）

1 , 5 0 0円以上の食事でコーヒー・紅茶いずれか無料

レストラン：1 , 0 0 0円以上の食事でコーヒー無料
売店：1 , 0 0 0円以上お買い上げ１割引

食事代から１割引

出石町八木68
Tel.0796-52-3632

そば処出石城
川原町店 皿そば代から1割引 出石町町分189

Tel.0796-52-2552

美方町神水739-1
Tel.0796-97-2687

養父市養父市場1294-77
Tel.079-665-0774

養父市奥米地604-2
Tel.079-665-0364

村岡町 村岡ファームガーデン レストラン：飲食料金の１割引
土産物：2,000円以上で特製のキーホルダー進呈

村岡町大糖32-1
Tel.0796-98-1129

和田山町
山城の郷
レストラン清たけ 食事代から１割引 和田山町殿13-1

Tel.079-670-6518

朝来町

道の駅あさご 食事またはお土産物を2,000円以上
お買い上げの方に記念品を贈呈

朝来町多々良木213-1
Tel.079-678-0808

道の駅
フレッシュあさご

食事代、お土産物代からそれぞれ１割引
（ただし、店外の売場と一部特産品を除きます。
なお、食事につきましてはカウンターにお申し出ください）

朝来町岩津96
Tel.079-670-4120

如月 皿そば代から１割引 出石町八木23
Tel.0796-52-5591

花水木 食事代から１割引、お土産代から５%引き 出石町内町107-1
Tel.0796-52-3211

但馬ファンクラブに入れば、こんなにおいしい割引が受けられる！ ▼ 食事・お土産編 ▼

※平成16年5月現在の内容です。最新の協賛施設・割引内容はHPで随時更新しています。
アドレスは→http://www.tajima.or.jp/fan/

＊一覧表の表示料金には消費税を含まないものもあります。

夏だ！海だ！
但馬ファンクラブだ！
会員募集中！

あなたも
但馬通になれる！
今すぐご入会を！

随時入会
OK！

特典1 特典 2 特典 3

但馬ファンクラブ会員限定企画！会員限定スタンプラリー専用ハガ
キにスタンプを5個集めて送れば、抽選で2 5名様の方に抽選で豪華
な賞品が当たります！
●実施期間 平成16年6月上旬～11月30日（火）
●賞　　品 ホテル宿泊券・但馬牛のステーキセット・各市町の特産品など

詳しくはスタンプラリーのリーフレットをご覧ください。

期間中に新規会員様を2名様紹介され、紹介された2名様全員が入
会すると、紹介者・新規入会者の中から、抽選で豪華賞品が当たり
ます。また、抽選に漏れた紹介者・新規入会者にはファンクラブ特
製巾着を進呈します！
●実施期間　第１回 平成16年6月上旬～9月30日（木）まで

第２回 平成16年12月上旬～平成17年2月28日（月）まで
●賞　　品 第１回 但馬ビーフ（焼肉用）1kg 20名様

第２回 香住ガニ（紅ズワイガニ）5匹　20名様
詳しくは新規会員様ご紹介キャンペーンのリーフレットをご覧ください。

◆新規会員ご紹介キャンペーン

◆スタンプラリー


