
●イベントなどの情報は 2014 年 5 月現在のものです。
●但馬の主なイベントを掲載し、未確定の情報については掲載していません。
●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。

第５回コウノトリ未来・国際かいぎ
７月19日(土)～20日(日)
豊岡市 市民会館

（問）コウノトリ共生課
TEL.0796-２１-９０１７
川下大祭
7月19日（土）～21日（月・祝）
新温泉町浜坂 宇都野神社
浜坂ふるさと夏まつり花火大会
7月20日（日）20：00～
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580
八鹿夏まつり
７月19日(土)～20日(日)
※花火は20日20：00～
養父市八鹿町八鹿

（問）八鹿夏まつり実行委員会
TEL.079-662-8778

荒湯天狗まつり
7月19日（土） 16：00～
新温泉町 湯村温泉街

（問）新温泉町商工会温泉支所
TEL.0796-92-1856
田んぼの学校
７月20日(日) 、8月17日(日)、 
9月21日(日) ９：30～
豊岡市 コウノトリ文化館周辺

（問）コウノトリ文化館
TEL.0796-２３-７７５０
サンスト夏の夜市
７月20日(日)、27日(日)
19：00～21：15
豊岡市 豊岡駅通商店街

（問）豊岡駅通商店街振興組合
TEL.0796-２３-２３６７
寺内ざんざか踊り
7月20日（日） 14:00頃～
朝来市和田山町寺内
山王神社 他

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-4003
気比の浜・大宝さがし大会
７月21日(月・祝)10：30～
受付10：00～
豊岡市 気比の浜海水浴場

（問）豊岡観光協会
TEL.0796-２２-８１１１
ジオパークかえる島絵馬祈願
7月21日（月・祝）10：00～12：00
香美町香住区今子
今子浦海水浴場

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
城崎温泉夏物語2014
7月21日(月・祝)～8月24日(日)
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

KIRIN×全但バス×道の駅
「神鍋高原」神鍋BeerNight！
～９月12日(金)までの毎週
金曜日18：00～22：00
豊岡市日高町栗栖野
道の駅｢神鍋高原｣東口広場

（問）道の駅｢神鍋高原｣
TEL.0796-４５-１３３１
一円電車体験乗車会
毎月第1日曜開催（11月まで）
10:00～15:00
養父市大屋町明延
あけのべ憩いの家広場
※乗車寄付金：1円

（問）あけのべ自然学校（平日のみ）
TEL.079-668-0258
竹野海岸海開き
(竹野浜、切浜、弁天浜）
７月１日(火) 10：00～
豊岡市 竹野浜海水浴場他

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
ジオパーク海開き行事
7月1日（火）9：00～
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
第４回竹野浜オープン
ウォータースイミング大会
７月６日(日）
豊岡市 竹野浜海水浴場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
銀谷の七夕
７月６日(日）
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
気比の浜海開き
７月10日(木) 10：00～
豊岡市 気比の浜海水浴場

（問）豊岡観光協会
TEL.0796-２２-８１１１
神鍋高原マウンテンバイク大会
７月12日(土)・13日(日)
豊岡市 神鍋高原ＭＴＢコース

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４５-０８００
山陰海岸ジオパーク
竹野海岸遊覧船就航
７月12日(土)～８月24日(日)
豊岡市竹野町竹野 竹野海岸

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
青井浜ワンワンビーチ開設
７月12日(土)～８月24日(日)
豊岡市 青井浜海水浴場
(ワンワンビーチ）

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
氷ノ山MTBくだリング
７月12日(土)
集合場所：養父市関宮地域局
コース：氷ノ山大段ケ平～
出合（昼食）～関宮地域局
※要申込 参加費3,000円

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331

第38回ふるさとまつり
7月21日(月・祝)
豊岡市 城崎温泉街

（問）豊岡市商工会城崎支部
TEL.0796-32-4411

竹田松明祭り
7月23日（水）20：00頃～
朝来市和田山町竹田
朝来橋西詰

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-4003
ロジナリエ・
なごみの灯りストリート
７月26日(土)～31日(木)、
8月13日（水）～16日（土）
夕方～21：00
豊岡市 竹野浜地域

（問）ロジナリエ実行委員会
TEL.0796-４７-０６２３
上山高原キャンプ
7月26日（土）・27日（日）
新温泉町 上山高原
各日大人2,500円、小人1,500円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
日高夏まつり
７月27日(日) 16：00～
豊岡市 JR江原駅周辺

（問）豊岡市商工会日高支部
TEL.0796-４２-１251
第44回たけの海上花火大会
７月30日(水)20：00～21：00
豊岡市 竹野浜海水浴場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０

生き物体験 川で遊ぶ
7月31日（木）
新温泉町 岸田川
参加費800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

柳まつり
８月１日(金)～２日(土)
豊岡市 豊岡駅通他

（問）柳まつり実行委員会
TEL.0796-２２-４４５６
ジオパーク魚とちびっ子
8月1日（金）13：00～15：00
香美町香住区下浜
三田浜海水浴場

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234

Event Calendar
佐津川七夕まつり
8月3日（日）19：00～（予定）
香美町香住区訓谷
佐津川河川敷

（問）佐津川七夕まつり実行委員会
TEL.0796-38-0845
び～ちふぇすた2014
いん しんおんせん
8月3日（日）
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）びーちふぇすた実行委員会
（新温泉町生涯教育課内）
TEL.0796-82-5629
生野夏物語
8月13日（水）～15日（金）
18：00頃～
朝来市生野町
奥銀谷地域、口銀谷地域

（問）生野支所地域振興課
TEL.079-679-2240

あさご夏祭り
8月16日（土）花火20：15～
朝来市 朝来グラウンド周辺

（問）朝来支所地域振興課
TEL.079-677-1165
朝来市和田山夏まつり
和田山地蔵祭り花火大会
８月22日（金）・23日（土）
花火：23日19：30～
朝来市和田山町 東河橋下流

（問）和田山地域振興課
TEL.079-672-6137
第21回大谿川納涼灯籠流し
８月24日（日）19：00～
豊岡市 城崎温泉街「一の湯」前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
湯村の火まつり
8月24日（日）18：30～20：30
新温泉町 湯村温泉街

（問）湯区事務所
TEL.0796-92-1081

愛宕の火祭り
８月24日(日)10：00～20：30
豊岡市出石町中村 
伊福部神社周辺

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-５２-４８０６
ビーチサッカー FESTA
8月30日（土）
新温泉町 浜坂県民ビーチ

（問）新温泉町生涯教育課
TEL.0796-82-5629

神鍋高原｢火｣のまつり
８月下旬
豊岡市日高町栗栖野
中央駐車場

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４５-０８００

霧ヶ滝トレッキング
9月11日（木）9:00～16:00
新温泉町岸田 霧ヶ滝渓谷
大人1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
神鍋高原秋色ジャズコンサート 
９月14日(日)19：00～21：00
第１回日高うまいものまつり
９月15日(月・祝)10：00～15：00
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
第6回香住ガニまつり
9月20日（土）9：00～12：30
香美町香住区若松
香住漁港西港

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234

宝の道七福神大祭
９月23日(火・祝)予定
豊岡市但東町大河内 楽音寺

（問）楽音寺
TEL.0796-５５-０１０６
小又川トレッキング
9月28日（日）9:00～16:00
新温泉町海上 小又川渓谷
大人1,000円、小人800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
銀谷祭り
９月28日（日） 10:00〜 
朝来市生野町鍛冶屋町通り周辺

（問）生野支所地域振興課
TEL.０７９-679-2240
道の駅「但馬のまほろば」
ロードサイドステーションフェスタ5
９月28日（日）
朝来市山東町大月92-6
道の駅「但馬のまほろば」

（問）道の駅「但馬のまほろば」
TEL.０７９-６７６-５１２１
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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。

人間賛歌 新谷英子 彫刻の世界展
～7月13日（日）
映像トリックアート展
7月19日（土）～9月15日（月・祝）
東郷青児 絵画と彫刻展
7月19日（土）～9月23日（火・祝）
（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木）
10：00～17：00 ※8/31ま
では18：00まで（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
休館日：水曜および祝日の翌日
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

南但馬自然学校
遊友体験活動

「初夏の里山を楽しもう！」
～水辺の生き物さがし～
7月12日（土） 9：30～12：00
※保険料50円
第2回親子で自然学校
8月23日（土）～24日（日）
野外炊事（カレーづくり）、キャン
プファイヤー、夏の工作づくり
約3,000円程度（宿泊料、食事代、
リネン料、保険料、活動材料費）
自然学校講座（指導者入門）
8月26日（火）～28日（木）
講義・実習「自然のお話と
自然観察・染め木」等
約6,500円程度（宿泊料、食事代、
リネン料、保険料、活動材料費）
（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間）
TEL.079-676-4731

ウチョウラン展
7月5日（土）～6日（日）
カウボーイゲーム・
投げ縄教室
7月6日（日）13:30～
無料 定員50名（４歳以上）
そうめん流し
7月20日（日）11:00～
7月21日（月・祝）11:00～
参加料100円 定員各100名
カブトムシと遊ぼう
7月27日（日）10:00～
定員30名（小学生以下）
こども但馬牛講座 ※要予約 
8月2日（土）・3日(日)
10:00～
定員各20名（小学４年以上）
パフェづくり体験 ※要予約
8月9日（土）10:00～
参加料350円 定員40名
プリン作り体験 ※要予約
8月24日（日）10:00～
参加料300円 定員20名
但馬“牛まつり”プレイベント
但馬牛クイズ大会
9月20日（土）・21日（日）
13:30～
但馬牛とモ～っとふれあおう
9月20日（土）・21日（日）
14:00～ 定員20名
但馬ビーフ焼肉の試食
9月21日（日）10:30～
参加料100円 先着150名
第21回 但馬“牛まつり”
9月28日（日）10:00～

（問）但馬“牛まつり”実行委員会
TEL.0796-92-1131
（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
第18回近畿地区
ゲートボール交流大会
7月2日（水）・3日（木）

（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ー）
7月6日（日）

（問）ファインド
TEL.0795-32-1689
第17回但馬ドーム杯
グラウンド・ゴルフ交流大会
7月11日（金）
但馬アルティメット2014
7月12日（土）・13日（日）

（問）実行委員会事務局
tajultimate@gmail.com
但馬ドームサマーミュージアム
8月1日（金）～31日（日）
9：00～17：00
但馬ドームインラインスケート
夏季体験教室
8月4日（月）～8日（金）
13：30～17：00
西日本医科学生総合体育大会
ラグビー競技大会決勝
8月11日（月）

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

但馬ドーム
第17回神鍋ジュニアサッカー
サマーカーニバル
8月13日（水）～15日（金）

（問）ニチレク
TEL.06-6243-3351
神鍋少年サッカー大会2014
8月22日（金）～24日（日）

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
第11回全日本一般男子
ソフトボール大会
8月30日（土）～9月1日（月）

（問）豊岡市スポーツ振興課
TEL.0796-21-9023
近畿高等学校土木会
ものづくりコンテスト測量大会
9月7日（日）

（問）近畿高校土木会
TEL.075-641-5121
兵庫県勤労福祉協会
設立50周年記念理事長杯
但馬ドームグラウンド
・ゴルフ大会
9月26日（金）
（問）県立但馬ドーム
（豊岡市日高町名色）
TEL.0796-45-1900

兎和野高原野外教育センター
初めての親子キャンプ
8月23日（土）～24日（日）
13：00～ 大人4,000円 
子ども3,500円
ノルディックウォーク
9月6日（土） 9：00～
大人300円 子ども250円
石窯ピザ作り
9月21日（日） 10：00～
大人800円 子ども600円
（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

青少年のための科学の祭典
豊岡会場2014
8月2日（土）～3日（日）
10：00～16：00
第37回但馬美術展
8月8日（金）～25日（月）
9：00～17：00
第47回文教府夏期大学
8月30日（土）10：00～15：00
参加費1,500円
第47回科学する
但馬の子ども作品展
9月20日（土）～28日（日）
9：00～17：00

【文教府ギャラリー展】
※全日9：00～17：00

（最終日は15：00まで）
生きがい創造学院 書道展
7月7日（月）～14日（月）
篆文会習作展
7月16日（水）～23日（水）
H26但馬ネイチャーフォト
クラブ 自然に魅せられて展
7月25日（金）～8月1日（金）
みてやま写真クラブ作品展
8月3日（日）～10日（日）
日水会展
8月12日（火）～19日（火）
第27回たじま教美展
8月21日（木）～28日（木）
野山水辺の鳥写真展
8月30日（土）～9月6日（土）
麦わら細工ふれあい展
9月8日（月）～15日（月・祝）
教育書道同人会展
9月17日（水）～24日（水）
押し花アートふうの会作品展
9月26日（金）～10月3日（金）
（問）但馬文教府
（豊岡市妙楽寺41-1）
TEL.0796-22-4407

但馬文教府 

探鳥会＆ピザ作り体験
7月6日（日） 8：00～14：00頃
参加料700円
寺谷建明 木のおもちゃ展
7月12日（土）～9月28日（日）
人と野生動物の共生展・
山本ふう 押し花絵展
8月1日（金）～31日（日）
山本ふう 押し花絵教室
8月3日（日）
参加料1,600円 定員14名
自然観察会 8月23日（土）
9：00～12：00 参加料400円
夏休み親子おもちゃ教室
8月24日（日）10：00～13：00頃
参加料1,100円 定員14組
組み木指導員作品展
9月2日（火）～30日（火）
ドッグフェスティバル
9月20日（土）9：00～16：00
参加料1,500円
組み木指導員養成講座
9月27日（土）・10月4日（土）・
10月12日（日）13：00～16：00
2,800円（3回分） 定員8名
（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

木の殿堂

プールオープン
7月12日（土）～8月31日（日）
大人260円、65歳以上・
中学生以下130円
藤原正和絵画展 
ー証を求めてー
7月13日（日）～9月27日（土）
大人360円、高校生180円、65
歳以上180円、中学生以下無料
アートワークショップ

「和みの灯りに挑戦（行燈）」
7月6日（日）・13日（日）・
20日（日）14：00～16：30
受講料3,500円

（材料代込） ※大人対象
アートワークショップ

「夏休み工作に挑戦」
8月17日（日）14：00～16：30
※小学生対象
受講料2,000円
円山川楽々浦カヌーツアー
2期：7月6日（日）
3期：8月23日（土）
13：30～15：45
小学生～大人 各期10名
大人2,500円 
小人1,500円

円山川公苑
ファミリーカヌー
2期：8月16日（土）
13：30～15：45
3期：8月24日（日）
小学生以上の子どもと親 
各期15名
大人2,500円 
小人1,500円
円山川カヌー体験 Day
8月3日（日） 9：30～16：30
大人1,000円 
中学生以下500円
くらげコース
7月23日（水）～25日（金）、
28日（月）～30日（水）/6日間
13：30～14：30
就学前2年以上の幼児 
各期20名 4,000円
サンマコース
7月23日（水）～25日（金）、
28日（月）～30日（水）/6日間
14：50～16：00 小学生 
各期20名 4,000円
（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

但馬長寿の郷
カブトムシ探検隊パート2
7月27日（日） 10：30～
（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

Pick Up
豊岡市岩井／コウノトリ但馬空港
8月30日・31日 9：30～16：00
２日間にわたり繰り広げられる全国屈指の空の
祭典。エアロバティック（曲芸飛行）や自衛隊ヘ
リコプターのデモフライトを中心とした航空
ショーが楽しめる。※熱気球は早朝に実施。

（問）実行委員会  TEL.0796-21-9016

8月
30・31日
（土）  （日）　

コウノトリ但馬空港フェスティバル’14
香美町香住区香住／香住浜周辺
7月26日 10：00～21：00
約 2,800 発の花火、フィナーレの大ス
ターマイン100 連発が夜空を埋め尽く
す。たらいこぎ大会やフリマもあり

（問）香住ふるさとまつり総合委員会
TEL.0796-36-3355

7月
26日

（土）  

第37回香住ふるさとまつり
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大阪大学交響楽団演奏会
8月30日（土） 13：30～
養父市吹奏楽祭
9月28日（日） 13：30～

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

八鹿文化会館ホール

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。

和田山ジュピターホール
beachwalkers. presents
May J. Tour2014 
～Message for Tomorrow～
8月21日（木） 
開場17:30 開演18:30
全席指定5,400円

ASAGO国際音楽祭2014
8月3日（日）～9日（土）
市民ホールなど

（問）朝来市和田山
ジュピターホール
（朝来市和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

世良公則 ソロ・アコース
ティックライブ　                           
O-kiraku Live 2014
9月14日（日） 開演18：30 
一般席4,000円、
桟敷席（ペア）6,400円　
※当日券各500円増
（問）出石文化会館ひぼこホール
（豊岡市出石町水上318）
TEL.0796-52-6222

ひぼこホール

市民会館リニューアル記念
音楽祭  7月4日（金）
開場18:30 開演19:00
市民会館リニューアル記念
野村萬斎　狂言の会
8月6日（水）
開場18：30 開演19：00
全席指定 3,500円
第１２回アカペリンピック
in とよおか
8月31日（日）
開場15：30 開演16：00

【全席自由】大人700円 
高校生以下無料
ペアチケット1,000円

郷ひろみコンサートツアー
Hiromi Go Concert 
Tour 2014"Ｎｅｖｅｒ Ｅｎｄ "
9月3日（水）
開場18：00 開演18：30
全席指定 7,500円
佐渡裕監督PAC                                           
シーズン・オープニング・
フェスティバル in 豊岡
9月5日（金）
開場18：30 開演19：00

【全席指定席】Ｓ席4,000円
Ａ席3,500円
（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

豊岡市民会館

おおやホール
あけのべ一円電車運行日
7月6日（日）、8月3日（日）、
9月7日（日）10:00～15:00
あけのべ憩いの家広場 
第8回落語inおおや！
8月2日（土）14:00～
入場料：500円 
大屋ふるさと祭り
8月15日（金）10:00～16:00
会場：大屋地域局前 
第10回養父市
おおやホール歌謡祭
9月7日（日）12:00～
入場料：1,000円

第21回公募展
木彫フォークアートおおや

【審査講評会】
9月19日（金）15:00～（予定）

【展覧会】
9月26日（金）～
10月13日（月・祝）
9:00～17:00

【授賞式】
10月5日（日）
11:30～（予定）

（問）おおやホール
（養父市大屋町山路）
TEL.079-669-0488

ノビアホール
納涼マジックショー
8月23日（土）
開演19：30 
第25回せきのみや
ふれあいまつり
8月30日（土）
16：00～21：00
会場：せきのみや
コミュニティセンター
（問）養父市関宮地域局
（養父市関宮）
TEL.079-667-2331

夢ホール
人形劇団プーク 夢ホール公演

「ピンクのドラゴン」
7月6日（日）14：00
3歳以上500円
（問）新温泉町温泉公民館
（新温泉町湯）
TEL.0796-92-1870

夢但馬周遊バス

【たじまわる1号】JR 和田山駅→竹田城跡、あさご芸術の森美術館、生野銀山など

【たじまわる2号海コース】JR 城崎温泉駅→城崎マリンワールド、竹野浜海水浴場、余部鉄橋「空の駅」など

【たじまわる2号山コース】JR 城崎温泉駅→神鍋高原、木の殿堂、但馬高原植物園など

【たじまわる3号】JR 城崎温泉駅→玄武洞公園、コウノトリの郷公園、城下町出石など

【たじまわる4号】JR 和田山駅→竹田城跡、BIG LABO、天滝など

【たじまわる5号】全但バス湯村温泉→但馬牧場公園、山陰海岸ジオパーク館、余部鉄橋「空の駅」など

7〜11月の土日祝に運行
（各ルート毎に運行月が異なります）

予約不要 観光地をつなぐ定時運行方式の路線バス

1日フリー乗車券で500円

【お問い合わせ】但馬観光協議会
（兵庫県但馬県民局地域政策室産業観光課内）
TEL.0796-26-3686（平日9：00 ～17：30）

日 時

場 所

7月5日（土）、6日（日）
大阪ステーションシティ
時空の広場

夢但馬キャンペーンも開催！
JR大阪駅で但馬に出会おう！

GEO TOPICS

http://sanin-geo.jp/

（問）山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局
兵庫県豊岡市幸町 7-11（兵庫県豊岡総合庁舎内）
TEL.0796-26-3783

【香美町】香美町立ジオパークと海の文化館
５月22日（木）から６月17日（火）まで

【豊岡市】玄武洞公園  ９月上旬から９月下旬まで

山陰海岸ジオパーク
写真コンクールの入
賞作品を展示した写
真展を開催していま
す。397点の 作品の
中から厳正なる審査
の結果選ばれた、合
計 20 作品を展 示し
ています。是非お近くの会場でご鑑賞ください。
平成 26 年度の写真コンクールも計画中です。詳細は後日
ホームページで発表しますので、随時ご覧ください。

※他会場はHP でご確認下さい。

山陰海岸ジオパーク写真コンクール
巡回写真展実施中！

山陰海岸ジオパーク 検 索 →

たじまわる 検 索 →

【昨年度の特選作品】

第11回ビバホール
チェロコンクール
7月20日（日）
開演12：30予定 
入場料500円（予定）
（問）養父市立養父公民館
（養父市広谷250）
TEL.079-664 -1141

ビバホール

たじまわる各号は運行期間が異なります。！

たじまわる1号

たじまわる2号（海）

たじまわる2号（山）

たじまわる3号

たじまわる4号

たじまわる5号

6 月 7月 8 月 9 月 10月 11月

たじまわる運行早見表（下記期間の土日祝のみ運行）

「牡蠣棚・夜明けの詩」 撮影者：城下勝さん

神戸大学児童文化研究会
豊岡公演
８月21日（木）開演10：30
入場無料（要整理券）
（問）豊岡市民プラザ
（豊岡市大手町アイティ7F）
TEL.0796-24-3000

【城崎国際アートセンター】
城崎国際芸術夏季大学
８月2日(土)～3日(日)、
29日(金)～31日(日)
9月1日（月）～7日（日）予定
福島県立いわき総合高校
演劇部豊岡公演『あひる月１３』
8月23日（土）、24日（日）
23日／１９:00～ 
24日／14:00～
一般１,０００円 高校生以下無料

（要整理券）※当日200円増
（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

豊岡市民プラザ
プラザミュージックバッグ
～音楽をカバンにつめて
さあ行こう！～
７月１２日（土） 開演１９：00
一般５００円 ペア８００円
高校生以下無料

（要整理券）※当日200円増
プラザ寄席『ふれ愛亭』
７月26日（土） 開演18:30
一般５００円 高校生以下
３００円※当日200円増
平和を願う朗読劇・豊岡
２０１４『祈り―１９４５』
８月９日（土）開演14:00
一般５００円 高校生以下無料

（要整理券）
TAJIMA RAISING
ROCK FESTIVAL2014
８月17日（日）
開演11:00
一般５００円 高校生以下無料

（要整理券）
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