
●イベントなどの情報は 2014 年 8 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。

台風23号10周年
鳥居やすらぎ市民農園
秋の収穫祭  
10月19日(日)
10：00～15：00
豊岡市出石町鳥居 
サツマイモ堀・
枝豆黒大豆ぼり各500円

（問）鳥居やすらぎ市民農園
TEL.0796-52-5553
ヒルクライム
養父ハチ高原大会
10月19日（日）7：30～
養父市関宮小学校周辺

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331
ひとはくジオセミナーin香美町
香住海岸のカエル島と岩石
10月19日（日）
10：00～16：00
香美町香住区境
香美町立ジオパークと
海の文化館 ※有料

（問）香美町観光商工課
TEL.0796-36-3355
芸術村とフリーマーケット
10月19日（日）
10：00～15：00
朝来市多々良木739-3

（問）あさご芸術の森美術館
TEL. 079-670-4111
キノコ観察会
10月19日（日）
9:00～16：00
新温泉町 畑ヶ平高原
大人1,500円 子ども1,000円

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600

子どもの野生復帰大作戦
｢キッズワイルド2014-
子ども野生復帰まつり｣
10月19日（日）
豊岡市城崎町楽々浦

（問）豊岡市生涯学習課
TEL.0796-23-0341
美方高原感謝祭
10月25日（土）
9：00～15：00（予定）
香美町小代区新屋 ※有料

（問）尼崎市立美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
第17回大石りくまつり
10月25日(土)、26日(日)
豊岡市役所周辺

（問）同実行委員会
TEL.0796-22-8111
三原谷の川の風まつり
10月25日(土)、26日(日)
豊岡市竹野町桑野本
旧大森小学校とその周辺

（問）同実行委員会
TEL.0796-48-0741

殿さんそば新そば祭り
10月26日(日)10：00～15：00
豊岡市日高町殿

（問）殿さんそば
TEL.0796-44-1888

ひとはくジオセミナーin香美町
ハチ北高原秋の自然観察ツアー
10月1日（水）13：00～
2日（木）12：00
香美町村岡区大笹
ハチ北高原 ※有料

（問）香美町観光商工課
TEL.0796-36-3355
2014マウンテンバイク
大会 in 神鍋高原  
10月４日(土)、５日(日)
豊岡市日高町 神鍋高原マウンテン
バイクコース・万場ゲレンデなど

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
秋のエコフェスタ
10月4日（土）13：00～
10月5日（日）9：00～16：00
新温泉町 上山高原
１日：大人2,000円
子ども1,000円

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600
一円電車体験乗車会
10月5日（日）、11月2日（日）
10:00～15:00
1時間おきに運行

【坑道見学会】10:30～、13:30～
養父市大屋町明延
あけのべ憩いの家広場

（問）あけのべ自然学校
TEL.079-668-0258
出前星空観察会
10月10日（金）
19：00～21：00
香美町小代区内　※有料

（問）尼崎市立美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
生野秋祭り 
10月11日（土）・12日（日）
朝来市 生野地域各所

（問）朝来市生野支所地域振興課
TEL. 079-679-5801
竹田秋祭り 
10月11日（土）・12日（日）
朝来市 竹田地区

（問）朝来市観光交流課
TEL. 079-672-4003
和田山秋祭り 
10月11日（土）・12日（日）
朝来市 和田山町内

（問）朝来市観光交流課
TEL. 079-672-4003
第５回ふれあいふぁーむ
友の会収穫まつり  
10月12日(日)
10：00～15：00
豊岡市日高町栗栖野 
道の駅｢神鍋高原｣駐車場

（問）道の駅｢神鍋高原｣
TEL.0796-45-1331
第25回氷ノ山・鉢伏山
紅葉登山フェスティバル
10月18日（土）・19日（日）、25日（土）
養父市氷ノ山・ハチ高原周辺
※参加費1,000円が必要

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

ひょうご森のまつり2014
10月26日（日）
10:00～15:00
養父市ハチ高原周辺

（問）養父市役所
産業環境部農林振興課
TEL.079-664-1451
第3回養父市長杯ランバイク大会
10月26日（日）
養父市ハチ高原
※参加費1,500円が必要

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331
田舎体験ふるさと1DAY
大根ひきとこんにゃくづくり
10月26日（日）
9：00～14：00
香美町小代区新屋 ※有料

（問）尼崎市立美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
カミの村岡〜瀞川平宝探し〜
10月26日（日）
9：00～14：30
香美町村岡区瀞川平周辺

（問）同実行委員会
TEL.0796-94-0123
香美町山の祭典

「但馬牛食まつり」
10月26日（日）
10：00～14：30（予定）
香美町村岡区大笹
ハチ北高原スキー場
ファミリーゲレンデ駐車場

（問）同実行委員会
TEL.0796-94-0123

扇ノ山紅葉登山
10月26日（日）9:00～16：00
新温泉町 扇ノ山
大人2,000円 子ども1,500円

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600
もみじまつり 10月
豊岡市竹野町轟 蓮華寺

（問）蓮華寺
TEL.0796-47-1350

日本で最も美しい村・小代村まつり
11月1日（土）～2日（日）
10：00～14：30（予定）
香美町小代区大谷

（問）同実行委員会
TEL.0796-97-2250

但馬牛ゆったりウォーク
11月1日（土）～2日（日）
受付8：00～（予定）
香美町小代区内 ※有料

（問）同実行委員会
TEL.0796-97-3111

Event Calendar
週末アウトドア
ツリーイング
11月2日（日）
9：00～12：00、
13：00～16：00
香美町小代区新屋 ※有料

（問）尼崎市立美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
出石お城まつり
11月３日(月・祝)９：00～
豊岡市出石町内町
出石城跡周辺

（問）出石支所地域振興係
TEL.0796-52-3111

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806
第23回マロニエまつり
11月３日(月・祝)
10：00～15：00
豊岡市日高町栗栖野 
道の駅｢神鍋高原｣

（問）(株)日高振興公社
TEL.0796-45-1331

祝！かすみ松葉ガニ
初セリまつり
11月6日（木）
11：00～14：00（予定）
香美町香住区沖浦 柴山港

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234

阿瀬渓谷紅葉まつり
11月9日（日）
豊岡市日高町羽尻 
阿瀬渓谷

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
上山ハイキング
11月9日（日）9:00～16：00
新温泉町 上山高原
大人1,000円 子ども800円

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600

出石皿そば新そばまつり
11月12日(水)、13日(木）
10：00～16：00頃
豊岡市出石町内町 
出石支所前広場

（問）出石皿そば協同組合
TEL.0796-52-6556

第27回浜坂みなとカニ祭り
11月15日（土）
9：00～13：30
新温泉町芦屋 
浜坂漁港せり市場

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580

第17回竹野カニカニカーニバル
11月16日(日）
９：00～13：00
豊岡市竹野町竹野 
竹野北前館駐車場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-47-1080
第32回かすみカニ場まつり
11月22日（土）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
日本民俗建築学会
公開シンポジウム

「町並み保存からまちの再生へ
―重伝建の町・豊岡市出石
のまちづくりにむけて―」
11月22日（土）13：30～17：30
豊岡市出石町 出石永楽館

（問）出石永楽館
TEL.0796-52-5300
民家展「切り絵作家・
久保修が見た出石のまち」
11月22日（土）、23日（日・祝）
豊岡市出石町 伊藤清永記念館

（問）伊藤清永記念館
TEL.0796-52-5456
カズラ編み篭つくり体験
11月23日（日・祝）9：00～12：00
新温泉町石橋 1人2,000円
上山高原ふるさと館 

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600
神鍋高原スキー場
人工雪コースオープン
(アップかんなべ
みやの森コース）
11月中旬８：30～
豊岡市アップかんなべ
みやの森コース

（問）神鍋観光株式会社
TEL.0796-45-0055
神鍋高原冬山開き
11月中旬10：00～
豊岡市アップかんなべ
みやの森コース

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

ハチ高原スキー場
クリスタルコースオープン
12月6日（土） 
養父市ハチ高原

（問）ハチ高原スキー場
TEL.079-667-8036

生野イルミネーションロード・
2014 12月6日（土）
～2015年1月4日（日）
17：30～21：00
※点灯式のみ18：00
朝来市生野町口銀谷周辺

（問）朝来市生野支所地域振興課
TEL. 079-679-5801

10月

12月

11月

11月
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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。

葛畑農村歌舞伎 
子ども歌舞伎公演
12月7日（日）2回公演時間未定
養父市関宮 
関宮公民館・ノビアホール

（問）関宮公民館
TEL.079-667-2331
正月飾りつくり
12月7日（日）9：00～12：00
大人1,000円 子ども500円
オリジナルリースつくり
12月7日（日）9：00～12：00
大人1,500円 子ども800円
正月用寄せ植え
12月14日（日）9：00～12：00
大人2,000円 子ども1,500円
新温泉町石橋
上山高原ふるさと館

（問）上山高原エコミュージアム
TEL.0796-99-4600
クリスマスジャズコンサート
12月14日(日)
19：00～21：00
豊岡市日高町栗栖野
道の駅｢神鍋高原｣内
お食事処かんなべ

（問）道の駅｢神鍋高原｣
TEL.0796-45-1331
城崎温泉ゆず湯（冬至）
12月22日(月)
豊岡市 城崎温泉外湯

（問）豊岡市城崎温泉課
TEL.0796-21-9070
氷ノ山国際スキー場オープン
12月26日（金） 
養父市奈良尾

（問）氷ノ山国際管理事務所
TEL.079-667-7219

若杉高原おおやスキー場オープン
12月下旬
養父市大屋町若杉

（問）若杉高原おおやスキー場
TEL.079-669-1576

ハイパーボウル東鉢スキー場オープン
12月下旬 
養父市別宮

（問）ハイパーボウル東鉢スキー場
TEL.079-667-8201

カウントダウンもちつき大会
12月31日（水） 
養父市丹戸 皇大神社前

（問）氷ノ山鉢伏観光協会
TEL.079-667-3113

Pick Up

12月GEO TOPICS

ジオの恵みを受けて形成されてきた地域の特色あるくらしや文化について再
認識し、地域が活性化できるようにシンポジウムを開催します。当日は、ガイド
の方や、高校生の発表もあり、どなたでも参加できます。詳しくはホームペー
ジでご確認ください。※事前に参加登録が必要です！
●日　時：10月25日（土）、26日（日）　●場　所：新温泉町夢ホール ほか

（問）山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局 TEL.0796-26-3783

山陰海岸ジオパーク国際学術会議
「湯村会議 -ジオパークによる地域づくり- 」のお知らせ

鉱石の道フェア9月1日〜10月31日 スタンプラリーやチャレンジ検定を実施！

山陰海岸ジオパーク 検 索 →

とよおか・シネマオアシス
vol.14「かいけつゾロリ
まもるぜ！きょうりゅうのたまご」
12月20日（土）
①10：30～上映
②14：00～上映
※シネマオアシス両日とも
一般1,000円、中学生以下500円

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

秋元康プロデュース
由紀さおり４５周年
記念コンサートツアー
10月11日（土）
開場18:00 開演18:30
全席指定 6,500円
とよおか・シネマオアシス
vol.13 「武士の献立」
11月16日（日）
①10：30～上映
②14：00～上映

豊岡市民会館

アキラさんとまこと君
ふたりのオーケストラ2014
11月15日（土）
開場17：30 開演18：00

【全席指定】一般席3,500
円、桟敷席（ペア）5,600円

（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

オーケストラで聴く、ジブリ音楽
11月8日（土）開演15：00
大人2,500円、
高校生以下1,500円
ミュージカル

「クリスマス・キャロル」
12月26日（金）開演18：30
大人5,000円、
高校生以下2,500円

（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

和田山ジュピターホール

おおやホール
第21回公募展 
木彫フォークアートおおや授賞式
10月5日（日）11:30（予定）

（問）同実行委員会
TEL.079-669-0120  
アートなピザ窯づくり
10月19日（日）
10:30～、13：30～ 
おおやアートBIGLABO

（問）079-669-2449
第50回大屋文化祭
10月24日（金）～26日（日）
9:00～おおやホール周辺
第50回大屋文化祭
音楽と芸能のつどい
11月1日（土）18:00（予定）
Divaコンサート（仮）
12月13日（土）19：00～
大人2,000円、
子ども1,500円（予定）

（問）おおやホール
（養父市大屋町山路）
TEL.079-669-0120

城崎国際アートセンター
青年団国際演劇交流
プロジェクト2014 
アンドロイド版『変身』 城崎公演
10月4日（土）・5日（日）
両日とも14:00～
一般4,000円、学生・シニ
ア（65歳以上）3,000円、
高校生以下2,000円

劇団CORPUS（コープス）
fromカナダ『ひつじ』
豊岡公演 10月28日（火）
11：00～、14：00～
高校生以上500円、親子
ペア600円（お子様2人目
+100円）
豊岡市役所前市民広場
劇団ハイバイ

『霊感少女ヒドミ』
11月7日（金）20:00～
8日（土）17：00～

【全席自由】一般席3,000円
（当日券は＋500円）、
学生2,500円

（当日受付にて要証明）
※7日は岩井秀人氏による
アフタートークあり

（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

台風２３号１０周年
メモリアル事業『水の彼方に』
演劇ファクトリー zero11
10月18日（土）・19日（日）
１８日１９：００～
１９日「防災の集い」にて
第一部10：30～上演
第二部13：00～
豊岡市長基調講演・防災落語・
パネルディスカッション他
入場無料（要整理券）

但馬ハイスクール
アートフェスティバル
11月３日（月・祝） 参加無料
展示部門１1：００～、
ステージ部門14：00～
サロンdeダンス
１２月20日（土）

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

豊岡市民プラザ

（問）朝来市生野支所地域振興課  
TEL.079-679-5801

朝来市生野町口銀谷全域
銀谷祭り（生野フェス）

10：00〜15：00

（問）あけのべ自然学校  
TEL.079-668-0258

養父市大屋町明延
あけのべ憩いの家広場

第8回あけのべ一円電車まつり
9：00
〜16：00

（問）養父市関宮地域局  
TEL.079-667-2331

養父市中瀬
中瀬金山450年フェスタ

10：00〜17：00

（問）朝来市朝来支所地域振興課  
TEL.079-677-2111

（問）朝来市市長公室総合政策課  
TEL.079-672-6110

朝来市佐囊（さのう） 
神子畑選鉱場跡

神子畑フェス 15：00
〜20：00

10月
26日

（日）

10月
19日

（日）

10月
4日
（土）

9月
28日

（日）

八鹿文化祭 カラオケの夕べ
11月1日（土）開演19：00
八鹿文化祭　邦楽のつどい
11月2日（日）開演13：00
八鹿文化祭　舞踊音楽祭
11月3日（月・祝）開演13：00
県民芸術劇場　人形劇

「11ぴきのねこ どろんこ」
11月30日（日）開演13：30
入場料500円

養父市合唱祭
12月14日（日）開演10：30

（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
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◆但馬空港推進協議会   〒668-0044  兵庫県豊岡市山王町11-28　TEL.0796 （24） 2247  http://www.tajima.or.jp/kukou/

みてやま学園学園祭
10月18日（土）
9：00～16：00
第39回但馬文学のつどい
11月15日（土）
9：00～15：00
但馬文教府
ふるさとフェスティバル
〜出会い、感動、交流のつどい〜
11月16日（日）
10：00～16：00
養父ビバホール
第3回みてやま交流会

「ふれあい作品展」
11月22日（土）～29日（土）
9：00～17：00
第36回ふるさとの
心をうたう但馬合唱祭
11月23日（日・祝）
10：00～16：30
香美町香住区中央公民館
みてやまフォーラム
12月2日（火）13：00～16：00

【文教府ギャラリー展】
※全日9：00～17：00

（最終日は15：00まで）
但馬自然科学写真展
10月21日（火）～28日（火）
第4回みてやまはたち会 
学びの作品展
10月30日（木）～11月6日（木）
みてやま学園 水彩画作品展
11月8日（土）～15日（土）
第11回但馬書写書道作品展
11月17日（月）～24日（月・休）
第6回親しめる書展
11月30日（日）～12月7日（日）
新発見！豊岡の歴史2014展
12月9日（火）～16日（火）

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

但馬文教府
美術館企画展

「但馬で創作するやきもの展」
- 陶芸作家10人の世界 -
10月5日（日）～12月7日（日）
大人360円、高校生・65才以
上180円、中学生以下無料

【スケートリンク】
スケートリンクオープン
11月22日（土）～3月8日（日）
滑走料：大人510円、65
才以上・中学生以下250
円／貸靴あり

（貸靴代は別途必要）

ペンギンスケート教室
1期12月13日（土）・14日（日）
2期1月3日（土）・4日（日）
3期1月17日（土）・18日（日）
4期2月14日（土）・15日（日）
14：15～15：30
受講料2,000円（滑走料込）
シロクマスケート教室
シーズン中指定した日 

（計12日間）
16：00～17：00
受講料5,000円（滑走料込）

親子スケート教室
1期12月21日（日）
2期1月11日（日）
3期2月22日（日）
10：45～12：00
大人1,000円、小人800円

（滑走料込）

オープニングフェスティバル
11月22日（土）10：00～
滑走料：大人510円、小人
250円／貸靴あり

（貸靴代は別途必要）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

円山川公苑

但馬ドーム
但馬小学生駅伝競走大会
10月25日（土）

（問）但馬青少年本部
TEL.0796-23-1001
第3回世界身体障害者
野球日本大会
11月1日（土）～2日（日）
コウノトリ翔る
但馬まるごと感動市
11月8日（土）～9日（日）

（問）同実行委員会
TEL.0796-26-3694
第16回全日本身体障害者
野球選手権大会
11月15日（土）～16日（日）
第15回神鍋カップ
少年サッカー大会
11月22日（土）～23日（日）

（問）但馬サッカー協会（松原さん）
TEL.0796-24-9191

第18回但馬ドーム杯
グラウンド・ゴルフ交流大会
予選ラウンド
11月26日（水）～28日（金）
決勝
12月11日（木）～12日（金）
第15回但馬ドーム
地域対抗少年野球大会
12月6日（土）～7日（日）

（問）同実行委員会
soundwave@lily.ocn.ne.jp
第8回但馬ドーム杯
中播学童軟式野球大会
12月13日（土）～14日（日）

（問）大会事務局（山田さん）
TEL.0796-42-0292
但馬ドーム年末年始イベント（仮称）
12月30日（火）～1月1日（木・祝）

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

養父市立全天候運動場
第8回養父市ロードレース
10月13日（月・祝）受付8：00
一般3,000円、学生1,000円
ジョギング500円
第20回秋季いきいきドーム杯
グラウンドゴルフ大会
予選・決勝
10月29日（水）受付9：00
11月5日（水）受付9：00
参加料3,000円（1チーム6名）

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

兎和野高原野外教育センター
きのこ観察会
10月4日（土）～5日（日）
大人7,000円、
子ども6,000円
秋のオートキャンプフェスタ
10月4日（土）～5日（日）
大人1,500円、
子ども1,000円
石窯ピザ作り
10月11日（土）
大人800円、子ども600円
山岳歩こう会
10月19日（日）
大人700円、子ども500円
うわのリフレッシュプラン
11月15日（土）～16日（日）
大人8,500円
ひとあし早いクリスマス
12月6日（土）～7日（日）
大人6,000円、
子ども5,000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

あさごアートコンペティション
優秀作品展
10月4日（土）～11月9日（日）
森はな展（仮称）
11月1日（土）～12月7日（日）
第10回全国こども絵画
選抜展2014
11月15日（土）～12月7日（日）
アート2015干支展
12月13日（土）～1月18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
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
第3回遊友体験活動

「紅葉の里山を楽しもう！」
〜さつまいも掘りとどんぐり
採取・ポット苗づくり〜
11月1日（土）9：30～12：00
保険料 50円

第3回親子で自然学校
12月20日（土）10：00頃～
21日（日）13：00頃
餅つき会、自然物クラフト、
影絵「但馬の民話」、
朝来山登山
食事代、宿泊料、リネン料、
保険料、活動材料費

（約3,000円程度）
（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間）
TEL.079-676-4731

木の殿堂
組み木指導員養成講座
9月27日（土）・
10月4日（土）・12日（日）
13：00～16：00
2,800円（3回分）定員8名
神尾しず子リース展
10月4日（土）～11月3日（月・祝）
神尾しず子リース教室
10月19日（日）
10：00～16：00
参加料1,100円 定員15名

第11回但馬の巨木写真展
10月4日（土）～19日（日）
秋のミニコンサート
10月12日（日）～13日（月・祝）
13：30～14：00
第17回森と木のクラフト展
10月25日（土）
～11月30日（日）
夢但馬2014
10月26日（日）有料（詳細未定）
クリスマス組み木教室
11月15日（土）中・上級者
11月16日（日）初心者
13：00～15：30
参加料1,100円 定員14名
干支組み木教室
12月6日（土）中・上級者
12月7日（日）初心者
13：00～15：30
参加料1,100円 定員14名
ひな人形組み木教室
12月13日（土）中・上級者
12月14日（日）初心者
13：00～15：30
参加料1,100円 定員14名

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

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。

但馬牧場公園
ピザづくり体験
10月11日（土）10：00～
参加料500円
定員７組30名／一般
※申込期限10/4
第２６回 兵庫県どんぐりごま大会
10月18日（土）10：00～
一般の部/小学３年生以下の部
芋掘り体験と焼き芋 
10月19日（日） 13:30～
参加料300円／定員30名
※申込期限10/12
宝探し
11月3日（月・祝） 13:30～
親子1組500円／定員10組
※申込期限10/27
新温泉町のおいしいもん
料理教室（秋編）日程未定
定員10組／一般
オータムフェア
11月22日（土） 10:30～
ストラックアウトゲーム
10:30～
小学生以下 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
クリスマスリースづくり
11月30日（日） 10:00～
参加料実費／定員20組
小学生の場合は保護者同伴
※申込期限11/23

ちょっと早めのクリスマス
12月7日（日） 10:00～
参加料500円／親子／
定員50名 ※保護者同伴
※申込期限11/30
エッグアート体験教室
12月14日（日） 13:30～
参加料実費／定員20名
※申込期限12/7
X’masケーキづくり
12月23日（火・祝）10:00～
1,500円（1ホール）／定員30名
※申込期限12/16

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

但馬長寿の郷
第17回おかあさん
コーラス大集合
10月26日（日）開演10：00
但馬長寿の郷 楽遊祭
11月23日（日・祝）10：00～
そば打ち体験
12月中旬　10：00～
参加費有料

（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456
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コウノトリ但
た じ ま

馬空港と

大阪・東京・全国をネットワーク！
速い！安い！便利！

約      分
但馬⇔大阪（伊丹）

但馬⇔東京（伊丹乗継）

約　時間
［
最
短
］

40
2

【注意事項】
記載のダイヤは平成 26 年 9月1日現在のも
のです。ご予約の際は JALのホームページ、ま
たは下記の予約センターにてご確認ください。

●但馬　 大阪　 東京  ダイヤ一例

   7:30発　 　  　8:35 着　8:55 発　　　   9:35 着
12:40着　　   11:30発 10:40 着　　    10:00 発
 
15:30発　 　  16:35着 17:00 発　  　  17:40 着
20:40着　 　  19:30発 18:45 着　　    18:05 発

東京（羽田）　 　 　   大阪（伊丹）　 　          但  馬

◆欠航代替バスあり
　（コウノトリ但馬空港→大阪空港・JR 新大阪駅）

■ JAL予約センター 0570-025-071

無料駐車場完備 マイカーでらくらく＆安心アクセス！

路線バス、レンタカー、タクシーもご利用できます！！

ご案内・ご予約のお問い合わせは…

●お問合せは但馬内の旅行代理店へ （お問合せは出発日の前日から起算して7日前まで受付）

2015
4/24
まで

往復航空運賃＋ホテル宿泊費（1泊または2 泊＋朝食）

※Ａグループ2日間コース
　朝食付き（1名様）

◆出発日：平成 27年 4月24日（金）までの毎日出発
◆設定ホテル：便利で快適な25のホテルから自由に選択
　 3日間コースは異なるホテルの組み合わせもOK！
◆食事：2日間コースは1朝食付、3日間コースは2 朝食付
◆オプションで東京スカイツリー天望デッキ、
　東京ディズニーリゾートチケットが購入できます
■出発日から最長8日間まで復路便の延長OK！

ビジネスにも！観光にも便利！！
コウノトリ但馬空港から行く！！東京            日間2・3

＊但馬・丹後に在住・在勤の方は、さらに各市町の助成が受けられます！

※助成金額は居住地または勤務地の市町により異なります。詳しくは各市役所、役場にお問い合わせください。
3,000円〜9,000円  助成されます！　●旅行代金から、さらに

さらに
お得に利用

しよう！

●発売期間：H27.3/31まで
※12/29 ～1/6を除く

（問）但馬空港推進協議会   豊岡市山王町11-28 TEL.0796 （24） 2247 http://www.tajima.or.jp/kukou/
（問）全但バス株式会社   養父市八鹿町八鹿113-1 TEL.079（662） 2131 http://www.zentanbus.co.jp/

協 賛  豊岡市コウノトリ但馬空港利用促進協議会  

コウノトリ但馬空港発。
飛行機で行って、
特急バスで帰る「大阪・神戸」

コウノトリ但馬空港で飛行機を利用されると復路の特急バス料金が●大阪発 城崎行・湯村行が2,000円●神戸発 城崎行・湯村行が1,500円

※その他プランについての詳細は、
　お気軽にお問い合わせください。

さらに便利に！！
お得に旅をしよう

行き “飛行機”を使えば、
帰りの“特急バス”が安くなる！！A I R

BUS
プラン 

＆
エアー＆バス

◆特急バス全線が対象です。（城崎・湯村行大阪発便／城崎・湯村行神戸発便）
◆旅行代理店でもバス予約ができます ◆豊岡市営駅前駐車場の24 時間無料券サービス

29,800円〜

20周年記念！抽選でボーナスマイルプレゼント！
コウノトリ但馬空港の開港 20周年を記念し、期間中、本キャンペーン専用サイトにて
参加登録のうえ、但馬−大阪（伊丹）線を対象運賃で 2回以上ご搭乗いただくと、抽
選で50 名様に5,000マイルプレゼント！詳しくはJALホームページキャンペーン一覧
の本キャンペーンサイトにてご確認ください。

応募方法：JALホームページの本キャンペー
ン専用サイトより参加登録（応募受付）

https://www.jal.co.jp

対象期間：2015年1月20日（火）まで

JAL 検 索
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