
●イベントなどの情報は2015 年２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。

お走り祭り
4月18日（土）〜19日（日）
※川渡御：18日12：30頃
養父市内 9:00〜

（川渡御：小城橋付近）
（問）お走り祭り保存会（養父神社）
TEL.079-665-0252

第5回菓子祭前日祭
4月18日（土）
10:00〜15:30
豊岡駅通商店街

（大開通り）
（問）豊岡商工会議所 
TEL.0796-22-4456 

（問）豊岡市環境経済部
エコバレー推進課 
TEL.0796-23-4480 
中嶋神社菓子祭
4月19日（日） 9：00〜
豊岡市三宅 中嶋神社

（問）中嶋神社
TEL.0796-27-0013
鳥居やすらぎ市民農園
春まつり
4月19日（日）10:00〜15:00
豊岡市出石町鳥居

（問）鳥居やすらぎ市民農園
TEL.0796-52-5553
出石そば喰い大会
4月19日（日） 
11:00〜14:00
豊岡市 出石支所前広場

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806
岩屋観音大祭
4月中旬予定 午前中
朝来市岩津 岩屋観音

（問）鷲原寺
TEL.079-677-0329
温泉まつり
4月23日（木）・24日（金）
豊岡市 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24日（金）・25日（土）
朝来市川上 青倉神社

（問）朝来市あさご観光協会
TEL.079-677-1165
春のエコフェスタ
4月25日（土）12：30〜
4月26日（日）16：00まで
新温泉町 上山高原周辺
1日大人2,000円、
子ども1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
カバストマルシェ
第4日曜日10：00〜16：00
豊岡市 宵田商店街
(カバンストリート)

（問）宵田商店街振興組合
TEL.0796-22-2089

夜桜月間
3月下旬〜4月中旬
豊岡市 城崎温泉
木屋町通り・薬師泉源付近

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
ザゼンソウまつり
4月上旬
香美町村岡区大笹 ハチ北高原

（問）ザゼンソウまつり実
行委員会（ハチ北観光協会）
TEL.0796-96-0732
湯の原温泉オートキャンプ場
営業開始  4月1日（水）〜
豊岡市日高町羽尻

（問）湯の原温泉オートキャンプ場
TEL.0796-44-0001
浜坂みなとほたるいか祭り 
4月5日（日）
10：00〜13：30
新温泉町 浜坂漁港セリ市場

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580
第16回朝来市

「わだやま竹田」お城まつり
～天空の城音楽祭～
4月5日（日）10：00〜16：00
朝来市和田山町竹田
竹田コミセン駐車場周辺

（問）竹田地域自治協議会
TEL.079-674-2128
金毘羅大祭
4月12日（日）9：00〜15：00
朝来市新井 新井金毘羅公園

（問）朝来市あさご観光協会
TEL.079-677-1165
天滝まつり
4月12日（日）
10：00〜15：00
養父市大屋町筏
レストハウス天滝駐車場

（問）やぶ市観光案内所
TEL.079-663-1515
一円電車体験乗車会
4月12日（日）・5月3日（日・祝）・
6月7日（日） 10：00 〜15：00
※11月までの第1日曜
養父市大屋町明延
※乗車寄付金：1円
※坑道見学は別料金

（問）あけのべ自然学校（平日のみ）
TEL.079-668-0258
松岡御柱まつり（ばば焼き）
4月14日（火）18：00〜
豊岡市日高町松岡

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
たんとうチューリップまつり
４月15日（水）〜26日（日） 
9：00〜17：00
豊岡市但東町畑山 ※有料

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

ミズバショウ祭り
4月29日（水・祝） 
10：00〜15：00
養父市大屋町加保
加保坂ミズバショウ公園

（問）大屋観光案内所
TEL.079-669-1104

白井大町公園 藤まつり
5月上旬〜中旬 9：00〜18：00
朝来市和田山町白井
白井大町藤公園　※有料
※開花状況はHP記載

（問）白井大町藤公園管理組合
TEL.079-670-1636
http://oomachi.info/
三川権現大祭
5月3日（日・祝）10：30〜予定
香美町香住区三川 三川権現社

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
第16回全国
しゃくなげ公園まつり
5月3日（日・祝） ※予定
9：00〜14：00
香美町小代区新屋
全国石楠花公園

（問）実行委員会
（香美町小代観光協会）
TEL.0796-97-2250

しょうぶ湯まつり
5月3日（日・祝）〜5日（火・祝）
豊岡市 城崎温泉 各外湯・旅館

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
第28回小代渓谷まつり
5月4日（月・祝） 
釣り大会受付5：30〜
香美町小代区秋岡 もみじ広場
※釣り大会は有料

（問）香美町小代観光協会
TEL.0796-97-2250
幟（のぼり）まわし
5月5日（火・祝）13：00〜15：30
豊岡市出石町宮内 出石神社

（問）出石神社
TEL.0796-52-2440
こどもまつり
5月5日（火・祝）10：00〜15：00
朝来市山東町楽音寺
ヒメハナ公園

（問）山東支所地域振興課
TEL.079-676-2080
城崎温泉泊覧会
５月8日（金）～6月7日（日）
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉泊覧会実行委員会
TEL.0796-32-3663

Event Calendar
銀谷のわらべ
5月上旬
9：00頃〜16：00頃
朝来市生野町口銀谷地域

（問）生野まちづくり工房井筒屋 
TEL.079-679-4448
岸田川渓流釣大会
5月24日（日）
5：30〜10：00
新温泉町岸田地区 
一般 2,000円、中学生 1,000
円、小学生以下500円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
扇ノ山新緑登山
5月31日（日）9：00〜16：00
新温泉町 扇ノ山
大人1,500円、
子ども1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

アユの解禁
6月1日（月） 0：00〜
香美町内　※有料

（問）矢田川漁業協同組合
TEL.0796-95-1065
新町河川公園祭り
６月初旬 10：00〜15：00
朝来市生野町口銀谷

（問）生野支所地域振興課
TEL.079-679-5802
あやめ月間
6月上旬〜下旬
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
但馬久谷の菖蒲綱引き
6月5日（金）20：00〜
新温泉町久谷

（問）浜坂観光協会 
TEL.0796-82-4580
霧ヶ滝トレッキング
6月6日（土）9：00〜15：00
新温泉町 霧ヶ滝渓谷
大人1,000円、子ども800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
夢千代の里 湯村温泉まつり
6月7日（日） 8：00〜18：00
新温泉町湯 湯村温泉街

（問）湯区事務所
TEL.0796-92-1081
鼻かけ地蔵尊祭
6月7日（日）
豊岡市城崎町楽々浦

（問）城崎支所地域振興係
TEL.0796-32-0001
あさごオープンガーデン
6月13日（土）〜14日（日）
10：00〜17：00
朝来市（旧朝来町内）

（問）朝来花いっぱい協会
（朝来公民館内）
TEL.079-677-1165

初夏！ジオパークで食べる
イカソーメン早食い大会
6月14日（日） ※予定
香美町香住区訓谷
佐津海水浴場

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234

明治の水路・高丸の滝散策
6月14日（日）
9：00〜16：00
新温泉町岸田（青下地区）
大人1,000円、子ども800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
扇ノ山新緑登山
6月18日（木）
9：00〜16：00
新温泉町 扇ノ山
大人1,500円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
ほたるまつり 
6月中旬
養父市奥米地 ほたるの里

（問）ほたるの館
TEL.079-665-0588
奥山ほたる祭
6月中旬
豊岡市出石町奥山

（問）福住地区公民館
TEL.0796-52-4012

４月６月 ５月

５月

立雲峡さくらまつり
3月29日（日）〜4月中旬
朝来市和田山町竹田 立雲峡
※期間中は駐車場300円

（問）情報館 天空の城
TEL.079-674-2120
神子畑桜まつり
4月18日（土）10：00〜14：00
朝来市佐のう（神子畑区）
神子畑選鉱場跡

（問）朝来市あさご観光協会
TEL.079-677-1165
出石桜まつり
〜4月30日（木）
豊岡市 出石城跡周辺

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

さくらまつり

６月
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Pick Up

北前まつりでは、当時を
彷彿する北前船パレード
をはじめ、北前太鼓、地
引網体験などで勇壮な海
の男の心意気を体験する
ことができるほか、「竹野
交流市場」でＢ級グルメ
も味わえる。

（問）実行委員会
 TEL.0796-47-2020

豊岡市竹野町竹野
北前館駐車場

北前まつり

9:30～14:00 全日本かくれんぼ協会が催す湯村温泉
を舞台にした大規模なかくれんぼ大会。毎年
600人以上が「隠れ
人」「おに」に分かれ
て参加。その多くは
仮装をして参加とい
うイベント。
※参加には申し込み
が必要（有料）。

（問）全日本かくれんぼ協会事務局（温泉総合支
所地域振興課内）  TEL.0796-92-1131

新温泉町湯  湯村温泉街
全日本かくれんぼ大会

8：30～13：00 
春先に坑夫が仕事を
休 み一服することを
坑夫仲間で「へいくろ
うする」といっていた
ことこからネーミング
されたイベント。生野
銀山にちなんだ道具
を使っての体験イベントや群生したヒカゲツツ
ジ（別名へいくろう）が楽しめる。

（問）生野支所地域振興課 
TEL.079-679-5802 

朝来市生野町小野33-5
史跡生野銀山

生野銀山へいくろう祭り

10:00～15:00

6月
14日

（日）

4月
19日

（日）

5月
3日

（日・祝）

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。

但馬長寿の郷
カブトムシ探検隊パート1
4月下旬 11：00〜
参加費 1,000円

（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

兎和野高原野外教育センター
ノルディックウオーク
4月25日（土）
大人300円、子ども250円
石窯ピザ作り
5月2日（土）
大人800円、子ども600円
ツツジまつり
5月17日（日）入場無料

（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

兵庫県写真作家協会
あさご巡回展
3月14日（土）〜4月19日（日）
朝来市制10周年記念
阪神・淡路大震災20年

「平山郁夫展 平和を願う」
4月25日（土）〜6月7日（日）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木）
10：00〜17：00
※6/1〜8/31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
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館
書道家 石井誠 「生」展
4月25日（土）〜7月5日（日）
大人360円、高校生180
円、中学生以下無料、65
歳以上180円
円山川カヌースクール

（2 時間コース）
1期：5月17日（日）
2期：6月21日（日）
10：30〜12：30
受講料2,000円
円山川カヌースクール

（1日コース）
1期：5月17日（日）
2期：6月21日（日）
10：30〜15：30
受講料3,500円
円山川カヌー体験 Day
5月3日（日・祝）
9：30〜16：30
大人1,000円、
中学生以下500円
※ツアー参加者は
別途料金必要

（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
山陰オープンゲートボール大会
4月4日（土）〜5日（日）

（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）
4月26日（日）

（問）（株）ファインド
TEL.0795-32-1689
第21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（日・祝）〜5日（火・祝）

（問）（株）ニチレク
TEL.06-6243-3351

全国シニアソフトボール大会
5月16日（土）〜18日（月）

（問）豊岡市スポーツ振興課
TEL.0796-21-9023
兵庫県ねんりん
ソフトボール交流大会
5月23日（土）〜24日（日）

（問）但馬ソフトボール協会 
事務局（山根さん）
TEL.090-5163-4811
TAJIMADOME
フェスティバル2015
～春物語～
5月31日（日）

第59回兵庫県高等学校
綜合体育大会
ソフトボール競技
6月5日（金）〜7日（日）

（問）県高体連・
浜坂高校 木山先生
TEL.0796-82-3174

第19回但馬ドーム杯
グラウンドゴルフ大会予選
6月24日（水）〜26日（金）
参加料必要

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

但馬牧場公園
春季オープニングイベント
春の装いフェア
4月19日（日）
但馬ビーフ焼肉の試食
10:30〜 100円
ウサギレース 13:30〜
ストラックアウトゲーム
14:00〜
羊の毛刈り体験
4月26日（日）13:30〜
4月29日（水・祝）13:30〜
5月3日（日・祝）11:00〜
5月5日（火・祝）11:00〜
参加料100円

木工教室 
※保護者同伴
5月4日（月・祝） 13:00〜
小学生以下200円
 ウサギレース
5月17日（日） 13:30〜
かしわ餅づくり教室
5月30日（土） 10:00〜
参加料大人・小人各450円
※申込期限5/23（2人以上で）
はちみつ搾り体験
6月7日（日） 13:30〜
参加料1組1,500円
※申込期限5/31
羊毛の加工体験
6月14日（日） 13:30〜
参加料大人・小人各400円
※申込期限6/7（ペアで）
※保護者同伴
ロールケーキ作り教室
6月21日（日） 10:00〜
1組1,050円
※申込期限6/14
うどん打ち体験
6月28日（日）10:00〜
参加料大人・小人各400円
※申込期限6/21

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

南但馬自然学校
遊友体験活動
里山遊友体験①

「新緑の里山を楽しもう！」
～森の山菜さがし～
5月2日（土）
9：30〜12：00
保険料50円が必要
第1回親子で自然学校
5月2日（土）9：30〜
3日（日・祝）13：00頃
参加費 約3,000円

（食事代、宿泊料、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

木の殿堂
五月人形組み木教室
4月11日（土）中・上級者
4月12日（日）初心・初級者
料金 1,100円 定員各14名
藤原正和 絵画展
4月18日（土）〜5月31日（日）
寺谷建明 木のおもちゃ展
4月18日（土）〜8月30日（日）
自然観察散策
4月25日（土）予定
おもちゃと組み木教室
5月24日（日）
料金 1,100円　定員14名
組み木基礎講座
5月30日（土）・6月6日（土）・
6月13日（土）
料金 2,200円（3回分）　
定員 8名
伊地知恵子 墨絵展
6月6日（土）〜28日（日）
小黒三郎 組み木教室
6月27日（土）上級者
13：30〜15：30
6月28日（日）初級
10：00〜12：00
6月28日（日）中級
13：30〜15：30
料金 1,300円　
定員 各14名

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

鶴見カフェ
毎月第3日曜
16：00〜17：30
料金不要

（飲み物代は個人負担）
（問）県立コウノトリの郷公園
（豊岡市祥雲寺128）
TEL.0796-23-5666

コウノトリの郷公園

みてやま学園
入学式・開講式
4月10日（金）10：30〜
場所：じばさんTAJIMA
みてやま学園大学院
入学式・開講式
4月14日（火）10：30〜
場所：じばさんTAJIMA

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

但馬文教府
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望郷～心のふるさと・木曽路～
文芸写真家澤田正春写真展
3月27日（金）〜4月14日（火）
9:00〜17:00（水曜休館）
入場無料

（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

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。

ひぼこホール
開館21周年記念
メモリアルコンサート
4月19日（日） 開演18：30
全席自由500円

（前売り・当日共に）

（問）豊岡市立出石文化会館
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

演劇ファクトリー ｎｅｘｔ12
こどものためのおしばいの
広場『タジマモリの冒険』
～ときじくを求めて～
5月5日（火・祝）
開演10：30／14：30
一般500円、高校生以下100円
各回定員50名

（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

Marathon・Jogging
第２回香住ジオパークフルマラソン
4月26日（日） 9:00～15:00
香美町香住区香住（香住漁港西港）スタート
　ジオパークの絶景ポイントを目で見て、肌で感
じるマラソン大会。みんなで応援しよう！
※募集は締め切りました
　（問）香住ジオパークフルマラソン実行委員会
TEL.0796-20-3680
　第28回麒麟獅子マラソン大会
5月24日（日） 受付8:00～、開会式8:40～ 
新温泉町浜坂 浜坂北小学校グラウンド
　◎申込締切：RUNNET（web） 3月31日（火）
事務局窓口 3月31日（火） ※定員になり次第締切
◎種目：
ハーフ（男女16歳以上）、10km（男女16歳以上）
5km（男女中学生以上）、3km（男女5歳以上）
◎参加費：一般：3,500円、
　高校生以下：1,000円、3km：1,000円
　（問）大会事務局

（浜坂B＆G海洋センター内新温泉町体育協会）
TEL/FAX.0796-82-4512

（8：30～17：00、日・祝休み）
　第30回たたらぎダム湖マラソン大会
6月7日（日）開会式9:20～、競技10:00～14:00
朝来市多々良木  多々良木ダム湖周辺
　　◎申込締切：インターネット：4月21日（火）
郵便振替・銀行振替・現金書留・窓口：4月3日（金）
※ただし定員に達し次第締切
◎参加費：ジョギング（2キロ）：1,500円、
5キロ、10キロ、ハーフマラソン：3,500円
　（問）大会事務局（朝来市朝来支所地域振興課内）
TEL.079-677-1165／FAX.-1513
　第23回みかた残酷マラソン全国大会
6月14日（日） 9：00～
香美町小代区全域 小代中学校スタート、ゴール
香美町小代区内各所の町道等を利用した高低
差410mのうねりのあるハードコース。  
　（問）大会事務局  TEL.0796-97-3966

NEWS 
「国際ソロプチミスト但馬」からのお知らせ
国際ソロプチミストとは管理職、専門職に就いてい
る女性の世界的奉仕組織のことで、国際ソロプチミ
スト但馬では地域社会に根ざした活動を行っていま
す。17 回目を迎えたバザーではリサイクル品等 30
店舗と、お茶席でお待ちしています。

第17回国際ソロプチミスト但馬チャリティーバザー ～やさしい心を伝えたい～
●場　所：豊岡市大磯町１-７９  じばさんTAJIMA（2F 多目的ホール）
●開催日：4月29日（水・祝）10:00 〜14:30 ／タイムセール 12:00 〜

（問）国際ソロプチミスト但馬 079-664-0579（バザー実行委員長・奥藤）

Pick Up
6月
21日

（日）

新豊岡市誕生10周年記念
第３5回兵庫神鍋高原マラソン
全国大会参加者募集のお知らせ
県立但馬ドーム（受付）／神鍋高原周回コース
豊岡市日高町名色 88-50 
昨年から6月開催になった神鍋高原マラソン大会。先
着 5,000 名の定員なので、お早めに申し込みを！！
　◎申込方法：申込用紙に記入の上、参加費を添えて
郵便局、または豊岡市スポーツ振興課で申し込み。

（申込用紙を希望の方は送付可能）
また、インターネット・携帯からも申し込み可能。
■大会エントリーサイト
　 http://runnet.jp/（※別途手数料が必要）
　◎申込締切：
　RUNNET（web） 4月15日（水）
   郵便振替・現金による申込 3月31日（火）
　※当日消印有効　※定員になり次第、受付終了
　◎種目・参加費：
　5キロ・10キロ・ハーフマラソン 1人につき3,500円
　ファミリージョギング 1グループにつき3,500円
　※団体の部あり（１チーム5人以上8人以内）
　（問）実行委員会事務局（豊岡市スポーツ振興課内）
TEL.0796-21-9023／FAX.0796-29-0054

第19回兵庫県警察音楽隊
ふれあいタウンコンサート
4月29日（水・祝） 開演13:30
無料（要整理券）

（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

ビバホール
第20回やぶ山野草展
5月15日（金）〜17日（日）
9:00〜18:00（17日は
15:00まで）  入場無料  

（問）養父市立養父公民館
（養父市広谷250）
TEL.079-664-1141

豊岡市民会館
2015爆笑！
お笑いまつり in 豊岡
4月19日（日）

【1回目公演】
開場11:30 開演12:00

【2回目公演】
開場14:30 開演15:00
全席指定 3,000円

『椿姫』ええとこどり！
ハイライトコンサート
5月2日（土）
開場13:30 開演14:00
全席自由 500円

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

青年団「冒険王」／
新「冒険王」公演
6月5日（金）19：30「冒険王」
6月6日（土）14：00「冒険王」
17：00「新・冒険王」
6月7日（日）
14：00「新・冒険王」
有料・料金未定
城崎国際アートセンター
コミュニティダンス・レジデンス
・プログラム2015
KINOSAKI-UK DANCE
CROSSROADS 公演
6月27日（土）
開演14：00／20：00
6月28日（日）開演14：00
有料・料金未定

（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

GEO TOPICS

山陰海岸ジオパーク 検 索 →

ジオパークの見どころを海から巡るにはカヌーや遊覧船
がオススメ。特にカヌーは人気上昇中のマリンアクティビ
ティです。また、山でもウォーキングやツリーイングなど
の体験ができます。ダイナミックな地形
を活かした本格アクティビティで、
ジオパークの魅力を体感しよう！
海上からの見どころを紹介した

「マリンコース」をはじめ、
「散策モデルコース」「ドライブコース」を持って、
春の山陰海岸ジオパークへLet's Go！！
◎関連のイベントは公式サイトをチェック！
→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

山陰海岸ジオパークでアクティビティ！
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　   　　平成27年度 但馬ふるさとづくり大学受講申込書
平成 27年度但馬ふるさとづくり大学を受講したいので、下記のとおり申し込みます。

提出日  平成 27年　　月　　日

＊下記については差し支えない範囲で記載ください。

※記入いただいた個人情報は、大学の講座に関係すること以外には使用いたしません。

但馬ふるさとづくり協会宛   FAX.0796-24-1613

平成27年度 ～ 受講生募集のお知らせ ～

1.受講対象者　但馬地域に在住・在勤・在学する人
2.受 講 定 員　 80名程度（先着順）
3.開催日時等　 右記のとおり
4.開 催 場 所　但馬長寿の郷
5.受 講 料　 10,000円
　　　　　　　 大学生・高校生は5,000円
　　　　　 　 　＊文教府夏期大学受講料込み
　　　　　 　 　＊現地学習は別途参加者負担金が必要
6.受講申込期限　平成27年4月17日(金)まで
                       （当日消印有効）
7.受講申込方法　受講申込書（下段）により、郵送、ま

たはFAXでお申し込みください。
8.受講者の決定　平成27年4月下旬に受講決定通知

及び受講料納付書を郵送します。

但馬ふるさとづくり大学募集要項

●申し込み・問い合わせ先
公益財団法人
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
〒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/furusato　
E-mail:tjm-furusato@tajima.or.jp

内  　　容
●１3:30～
●14:15
   ～15:45

●13:30
   ～15:00
●15:15
   ～16:45

●8:30
   ～16:30

●13:30
   ～15:00

●15:15
   ～16:45

●10:00
   ～15:30

●13:30
   ～15:00

●13:30
   ～15:00

●15:15
   ～16:45

●13:30
   ～15:00

●15:15
   ～16:45

●13:00
   ～13:50
●14:00
   ～15:30
●15:40
   ～16:20

日　  時 会　  場

〈開講式〉
　『山陰海岸ジオパーク、神秘の海中世界』
　＊講師/中谷  英明 氏（鳥取県政ジオバイザリースタッフ）

　『イギリス文化と但馬』
　＊講師/サマンサ バロウ 氏（豊岡市大交流課 国際交流員）

　『但馬の鉄道遺産 山陰線鉄道工事の跡跡』
　＊講師/岡部  良一 氏（元中学校社会科教師 郷土史家）

〈現地学習〉
　 ～ふるさと但馬めぐり～　但馬の偉人に学ぶ

　『但馬の殿様』
　＊講師/吉盛  智輝 氏（但馬史研究会）

　『空き家活用を創造的視点から』
　＊講師/金野  幸雄 氏（一般社団法人ノオト 代表理事）

〈県立但馬文教府第48回夏期大学  - 特別講座 - 〉
　＊講師/家田  荘子 氏（作家 高野山真言宗僧侶）
   ＊講師/青山  繁晴 氏（近畿大学経済学部客員教授 作家 国家戦略アナリスト）

　『但馬の古墳』
　＊講師/櫃本  誠一 氏（大手前大学史学研究所 客員研究員）

　『円山川の魚類と氾濫原環境再生の試み』
　＊講師/佐川  志朗 氏（兵庫県立大学大学院 准教授）

　『山陰海岸国立公園』
　＊講師/篠﨑  さえか 氏（環境省・竹野自然保護官事務所 自然保護官）

　『生の芸術と触れ合って』
　＊講師/橋本  麻希 氏（城崎国際アートセンター アートコーディネーター）

　『史跡 竹田城跡』
　＊講師/田畑  基 氏（朝来市埋蔵文化財センター 館長）

　受講生自主研究発表会
　『琵琶湖疏水を築いた北垣国道』
　＊講師/白木  正俊 氏
　　　　　（京都大学大学院文学研究科博士後期課程 大阪府立大学講師）

〈閉講式〉

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

但馬内

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔豊岡市〕
豊岡市民会館

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

〔養父市〕
但馬長寿の郷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5
／
9（
土
）

6
／
6（
土
）

7
／
11（
土
）

８
／
29（
土
） 
10
／
3（
土
）

９／5
（土）

11
／
7（
土
）

11
／
28
（
土
）

  きりとり 線

受 講 申 込 者
氏　　　　名

電 話 番 号

生年月日性 別

住　　　　所

（ふりがな）

T・Ｓ・H　　　年　　月　   日生 （　   ）歳

〒
　　　　　 −　　　　　−

男・女

職 業 等

勤務先（学校）
所 在 地

勤 務 先
（学生の場合は学校名）

　　　　 −　　　　　− ＠携 帯 電 話 Eメールアドレス

電 話 番 号
〒

　　　　　 −　　　　　−

FAX 送信用

８
／
1（
土
）

下記の受講申込書により、
必要事項を記入の上、

郵送か、FAXで申し込みください

17


