
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
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

霧ヶ滝トレッキング
9月11日（金）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
第11回但州湯島の盆
９月12日（土）
豊岡市 城崎温泉街

（問）豊岡市商工会城崎支部
TEL.0796-32-4411
第7回香住ガニまつり
9月19日（土）9：00〜12：30
香美町香住区若松
香住漁港西港

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
小又川トレッキング
9月20日（日）
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27日（日） 10:00〜 
朝来市 生野町鍛冶屋町通り他

（問）生野支所地域振興課
TEL.079-679-5802
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6
９月27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

神鍋高原秋色ジャズコンサート 
10月17日(土)
19：00〜21：00
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

●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。

山陰海岸ジオパーク
竹野海岸遊覧船就航
７月11日（土）〜8月23日（日）
豊岡市 竹野海岸

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
第3回姫ボタル・
瀞川平トレイルラン
７月12日（日）6:00〜14:00
香美町村岡区宿 
兎和野高原周辺
33km6,500円、27km5,500円

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732
猿尾滝まつり
７月12日（日）10:00〜15:00
香美町村岡区日影 猿尾滝

（問）猿尾滝まつり実行委員会
TEL.0796-96-0510
荒湯天狗まつり
7月18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
八鹿夏まつり
７月18日(土)〜19日(日)
※花火は19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 
川下大祭
7月18日（土）〜20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19日（日）
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580

ジオパークかえる島絵馬祈願
7月19日（日）
10：00〜12：30
香美町香住区今子
今子浦海水浴場

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
寺内ざんざか踊り
7月19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.079-674-2120
気比の浜・大宝さがし大会
７月20日(月・祝)
豊岡市 気比の浜海水浴場

（問）豊岡観光協会
TEL.0796-２２-８１１１

タジマピクニックフェスタ
6月27日（土）・28日（日）11:00〜17:00
養父市八鹿町国木
全天候運動場いきいきドーム

（問）同実行委員会
TEL.070-5342-9308
http://pcfs.jugem.jp/

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(水) 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（水）9：00〜
香美町香住区安木
安木海水浴場

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234
第5回竹野浜オープン
ウォータースイミング大会
７月5日(日)
豊岡市 竹野浜海水浴場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-４７-１０８０
第4回世界ジオパーク
トレイルラン2015 IN
山陰海岸（神鍋高原）
７月5日(日)
豊岡市 神鍋高原周辺

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800
新豊岡市誕生10周年記念
子どもの野生復帰大作戦

「豊岡ファミリーキャンプ」
７月11日(土) 豊岡市 たけのこ村

（問）豊岡市生涯学習課
TEL.0796-23-0341
姫蛍ファミリートレイル
７月11日（土）13:00〜
香美町村岡区宿 兎和野高原周辺
参加費1人500円

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732
ホタルマンスリー＆ホタル祭り
７月11日（土）19:00〜21:00
香美町村岡区大笹
ハチ北高原スキー場ゲレンデ駐車場

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732
青井浜ワンワンビーチ開設
７月11日(土)〜8月23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

はっ！ピーマンデー
７月20日(月・祝)10：00〜12:00
香美町村岡区大糠
道の駅「村岡ファームガーデン」

（問）道の駅「村岡ファームガーデン」
TEL.0796-98-1129
豊岡市工業会活動周知イベ
ント「おっとろっしゃ！とよお
かのものづくりⅡ（仮称）」
7月20日（月・祝）〜22日（水）予定
豊岡市 豊岡稽古堂ほか

（問）豊岡市工業会事務局
（市エコバレー推進課内）
TEL.0796-21-9024
竹田松明祭り
7月23日（木）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.079-674-2120
城崎温泉夏物語2015
7月24日(金)〜8月24日(月)
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
香住ふるさとまつり
7月25日（土）10：00〜21：00
香美町香住区香住
香住浜周辺

（問）香住ふるさとまつり総合委員会
TEL.0796-36-3355
上山高原キャンプ
7月25日（土）〜26日（日）
新温泉町 上山高原
各日大人2,500円、小人1,500円

（夕食・朝食・送迎費等）
（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
日高夏まつり
7月26日(日)16:00（予定）
豊岡市 JR江原駅周辺

（問）豊岡市商工会日高支部
TEL.0796-42-1251
サンスト夏の夜市
７月27日（月）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
第45回たけの海上花火大会
７月30日(木)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

柳まつり
８月１日(土)〜２日(日)
豊岡市 豊岡駅通・河川敷他

（問）柳まつり実行委員会
TEL.0796-２２-４４５６

Event Calendar
杞柳バッグ展示即売会
８月１日(土)
豊岡市役所1階西側ピロティー

（問）兵庫県杞柳製品協同組合
TEL.0796-２3-3821
草木染体験 ８月１日(土)
新温泉町 上山高原ふるさと館
※材料費要

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
び～ちふぇすた2015
いん しんおんせん
8月2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
豊岡トワイライトJAZZ
8月2日（日） 
豊岡市役所前市民広場

（問）豊岡駅通商店街振興組合
TEL.0796-23-2367
第39回城崎温泉
ふるさと祭り
8月4日（火）
豊岡市 城崎温泉街

（問）豊岡市商工会城崎支部
TEL.0796-32-4411
石橋池たらい漕ぎ大会
8月8日（土）
新温泉町石橋

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
生野夏物語
8月13日（木）〜15日（土）
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.079-679-5802
あさご夏祭り
8月16日（日）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
朝来市山東夏祭り
8月19日（水）花火19：30〜
朝来市 梁瀬小学校周辺

（問）朝来市商工会山東支所
TEL.079-676-2405
愛宕の火祭り
８月23日（日）
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
湯村の火まつり
8月24日（月）
18：30〜20：30
新温泉町 湯村温泉街

（問）湯区事務所
TEL.0796-92-1081
び～ちサッカーＦＥＳＴＡ２０１５
8月29日（土）〜30日（日）
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）山陰ビーチサッカーネットワーク
（新温泉町生涯教育課内）
TEL.0796-82-5629
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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。

没後10年 淀井敏夫展
7月18日（土）〜9月6日(日)
10:00〜18:00
第4回あさごアートコンペ
ティション優秀模型作品展
9月19日(土)〜11月8日(日)
10:00〜17:00
（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木739-3）
※9/1からは 17:00まで

（入館は閉館 30分前まで）
大人500円 大・高生300
円 中・小学生200円
休館日：水曜・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2回遊友体験活動

「初夏の里山を楽しもう！」
～水辺の生き物さがし～
7月11日（土） 
9：30〜12：00
※保険料50円
自然学校講座（指導者入門）
8月25日（火）〜27日（木）

【2泊3日】講義・実習・演習
「自然のお話と自然散策」
「ヒノキ伐採体験・クラフト
の基礎基本」等
約7,000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189）
TEL.079-676-4731

ウチョウラン展
7月4日（土）〜5日（日）
9:30〜16：30
カウボーイゲーム
7月5日（日）13:30〜
無料 定員50名（４歳以上）
そうめん流し
7月19日（日）11:00〜
7月20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26日（日）10:00〜
定員30名（小学生以下）
夏休み但馬牛講座 ※要予約 
8月1日（土）・9日(日)
10:00〜 無料
定員各20名（小学４年以上）
パフェづくり体験 ※要予約
8月8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23日（日）10:00〜
参加料300円 定員20名
第22回但馬“牛まつり”絵展
9月11日（金）〜28日（月）

（予定） 9:00〜17：00
【但馬“牛まつり”プレイベント】
但馬ビーフ焼肉の試食
9月20日（日）10:30〜
参加料100円 先着150名
但馬牛クイズ大会
9月20日（日）・21日（月・祝）
13:30〜
但馬牛とモ～っとふれあおう
9月20日（日）・21日（月・祝）
14:00〜 定員20名
第22回 但馬“牛まつり”
9月27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1033）
TEL.0796-92-2641

但馬牧場公園

第19回近畿地区
ゲートボール交流大会
7月4日（土）・5日（日）

（問）兵庫県ゲートボール連合
TEL.079-292-8900
但馬アルティメット2015
7月4日（土）・5日（日）

（問）実行委員会事務局
tajultimate@gmail.com
第19回但馬ドーム杯
グラウンド・ゴルフ交流大会
7月9日（木）
第59回兵庫県中学校
総合体育大会

（ソフトボール・サッカー）
7月26日（日）・27日（月）

（問）但馬中学校体育連盟事務局
TEL.0796-54-1155
第30回近畿私立中学校
女子ソフトボール選手権大会
8月1日（土）・2日（日）

（問）近畿私学ソフトボール協会
TEL.078-854-3800
但馬ドームサマーミュージアム
8月1日（土）〜31日（月）
9：00〜17：00

但馬ドーム
但馬ドームインラインスケート
夏季体験教室
8月3日（月）〜7日（金）
13：30〜17：00
第18回神鍋ジュニアサッカー
サマーカーニバル
8月13日（木）〜15日（土）

（問）ニチレク
TEL.06-6243-3351
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17日（月）

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
神鍋少年サッカー大会2015
8月21日（金）〜23日（日）

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
近畿高等学校土木会
ものづくりコンテスト測量大会
8月25日（火）

（問）近畿高校土木会
TEL.075-641-5121
（問）県立但馬ドーム
（豊岡市日高町名色88-50）
TEL.0796-45-1900

兎和野高原野外教育センター
石窯ピザ作り
8月29日（土）10：00〜 
9月26日(土)10：00〜
大人800円 子ども600円
ノルディックウォーク
9月5日（土） 9：00〜
大人100円 子ども100円
（問）兎和野高原野外教育センター
（香美町村岡区宿791-1）
TEL.0796-94-0211

コウノトリの郷公園
特別観察会コウノトリ
8月2日（日） 10：00〜12：00
（問）県立コウノトリの郷公園
（豊岡市祥雲寺128）
TEL.0796-23-5666

兵庫県婦人大会
7月3日(金) 未定
場所：八鹿文化会館
第38回但馬美術展
8月12日（水）〜16日（日）
9：00〜17：00
場所：豊岡稽古堂
第48回文教府夏期大学
8月29日（土）10：00〜16：50
講師：（1部）家田 荘子氏
　　 （2部）青山 繁晴氏
特別講演：安藤 忠雄氏
場所：豊岡市民会館
会員券2,000円
但馬芸術文化会議
第11回チャリティー作品展
8月29日(土)〜30日(日)
9：00〜17：00
場所：豊岡市民会館
第48回科学する
但馬の子ども作品展
9月26日（土）〜27日（日）
9：00〜17：00
場所：豊岡稽古堂

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

但馬文教府 

組み木指導員作品展
7月4日（土）〜26日（日）
探鳥会
7月12日（日）8：00〜14：00頃
参加料100円
寺谷建明 木のおもちゃ展
〜8月30日（日）
人と野生動物の共生展
8月1日（土）〜30日（日）
夏休み親子おもちゃ教室
8月9日（日）
10：00〜13：00頃
参加料1,100円 定員14組
地元の匠展
9月5日（土）〜27日（日）
山本ふう 押し花絵展
9月5日（土）〜27日（日）
山本ふう 押し花絵教室
9月13日（日）
参加料1,600円 定員14名
ドッグフェスティバル
9月19日（土）9：00〜16：00
参加料1,500円／1競技
組み木指導員養成講座
9月26日（土）・10月3日（土）・
10月24日（土）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951）
TEL.0796-96-1388

木の殿堂
プールオープン
7月11日（土）〜8月31日（月）
大人260円、65歳以上・
中学生以下130円
アートワークショップ

「カラー粘土アート」
7月19日（日）、8月9日（日）・
16日（日）・30日（日）
14：00〜16：30/計4回
受講料1,500円

（材料代込） 大人15名
くらげコース
7月28日（火）〜30日（木）、
8月4日（火）〜6日（木）/6回
13：45〜14：45
就学前2年以上の幼児 
各期20名 4,000円
さんまコース
7月28日（火）〜30日（木）、
8月4日（火）〜6日（木）/6回
15：00〜16：10 小学生 
各期20名 4,000円
円山川楽々浦カヌーツアー
2期：7月5日（日）
3期：8月2日（日）
4期：9月20日（日）
13：30〜15：45
小学生〜大人 各期10名
大人3,000円 
小人1,500円

円山川公苑
ファミリーカヌー
2期：8月15日（土）
3期：8月29日（土）
13：30〜15：45 各期15名
小学1年生以上の子どもと親 
大人3,000円 
小人1,500円
デッサン教室 
9月12日（土）・13日（日）・
26日（土）・27日（日）、
10月3日（土）・17日（土）・
18日（日）・25日（日） 
9:30〜12：00/計8回
受講料9,000円

（モデル代込） 大人15名
円山川カヌー体験 Day
9月21日（月・祝）9：30〜16：30
大人1,000円 
中学生以下500円
※カヌーツアー参加は
別途参加料要
大人1,000円 小人500円

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島1163）
TEL.0796-28-3085

但馬長寿の郷
カブトムシ探検隊パート2
8月2日（日） 10：30〜
（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木594-10）
TEL.079-662-8456

Pick Up
8月22日 10：00～16：00
セスナ体験飛行受付9:00 ～
セスナ体験飛行（有料）、航空教室、紙飛行機教室、
空港施設・ミニエアミュージアムの見学会、子供制
服写真撮影会など子どもから大人まで楽しめる空
港イベント。※各教室は定員あり

（問）但馬空港推進協議会 TEL.0796-24-2247

豊岡市岩井／コウノトリ但馬空港 朝来市和田山町／東河橋下流但馬 空の自然教室 朝来市和田山夏祭り
和田山地蔵祭り花火大会

8月
22日

（土）  

8月22日・23日 （花火…23日19：30～）
但馬三大祭りの一つ。趣向を凝らした「造り物」
や、多くの夜店が夏祭りの風情を感じさせる。
花火大会は、炸裂音が周囲の山々に反響して
迫力満点。

（問）朝来市和田山地域振興課 TEL.079-672-6137

8月
22・23日
（土）  （日）　
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大阪大学交響楽団コンサート
8月29日（土） 14：00〜
養父市吹奏楽祭
9月27日（日） 13：30〜
（問）養父市立八鹿公民館
（養父市八鹿町八鹿１６７５）
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
Giselle4 Dance Planet
7月19日（日） 16：00〜
全席指定1,500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877-1）
TEL.079-672-1000

生野マインホール
～飯面雅子が
砂でかなでる物語～
サンドアートファンタジア
2015 in 生野マインホール
8月2日（日） 14：00
大人2,000円
高校生以下1,000円

（問）朝来市芸術文化課
TEL.079-672-6114
（問）朝来市生野マインホール
（朝来市生野町口銀谷594-6）
TEL.079-679-4500

あさご・ささゆりホール
ベビクラ！ （ベビーカーで
行くクラシックコンサート）
9月19日（土） 13：30
大人500円 小学生以下無料
（問）朝来市芸術文化課
TEL.079-672-6114

寺内タケシとブルージーンズ 
スーパーライブ2015 
in Izushi
7月25日(土)
開場18:00 開演18:30

【全席指定】一般席3,500円
桟敷席(ペア)5,600円
※当日券各500円増

海援隊トーク&ライブ
2015
9月12日(土)
開場14:30(予定)
開演15:00(予定)

【全席指定】一般席3,500円
桟敷席(ペア)5,600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

“楽しくわかる能楽講座" 
7月10日(金)
開場13:30 開演14:00

【自由席】2,000円
（2階席限定）
『たんたん能in豊岡』
7月11日(土)
開場13:30 開演14:00

【全席指定】S席7,000円
A席5,000円 B席4,000円
※高校生以下B席2,000円
大野雄二&ルパンティック
ファイブJAZZ LIVE
8月23日(日)
開場17:30 開演18:00

【全席指定】3,500円
幸木政博テノールコンサート
～故郷の風に誘われて～
9月5日(土)
開場18:00 開演18:30

【全席自由】2,500円

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町２０-３４）
TEL.0796-23-0255

豊岡市民会館おおやホール
ベーゼンドルファー
演奏体験inおおやホール
7月3日（金）、4日（土）、5
日（日）10:00〜20:00
参加費：500円 
第9回落語inおおや
全国素人名人会
8月1日（土）14:00〜
入場料：500円 
桑山哲也アコーディオン
コンサート（仮名）
8月29日（土）19:00
大人2,000円
子ども1,000円 
公募展BIGLABO！！
アートこん虫てん
9月1日（火）まで
9:00〜17:00
大人300円 子ども150円

場所：おおやアート村
BIGLABO

（養父市大屋町加保7）
（問）079-669-2449
（問）おおやホール
（養父市大屋町山路２０-１）
TEL.079-669-0488

ノビアホール
～兵庫の屋根・氷ノ山～
から発信する
山の環境講演会
7月4日（土） 12：30〜
講師：野口健（アルピニスト）
第26回せきのみや
ふれあいまつり
8月29日（土） 15：00〜
会場：関宮コミュニティ
スポーツセンター
（問）養父市関宮地域局
（養父市関宮637）
TEL.079-667-2331

夢ホール
人形劇団プーク 夢ホール公演

「あやとじろきちおおかみ」
7月5日（日）13：30
３歳以上500円
（問）新温泉町温泉公民館
（新温泉町湯990-8）
TEL.0796-92-1870

GEO TOPICS
歩く、ドライブする、海を巡る、３つの方法で山陰海
岸ジオパークの魅力に触れることができるモデル
コースを、HP で公開しています。
ゆっくり散策して人々と触れ合う？ダイナミックな景
色を眺めながらドライブ？カヌーや遊覧船で日本海
を満喫？もちろん、ドライブした後に、海上から景色
を楽しむ、そんな贅沢な楽しみ方も、人それぞれ！
今年もジオパークを思いきり満喫しよう！ 

お気に入りを見つけて下さい！

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

ゆみうみうまれ／リザ・マ
ナロ アーティストトーク
＆ワークショップ
7月12日（日）予定
高校生演劇プロジェクト前期 
平田オリザ高校生演劇
特別ワークショップ
7月20日（月・祝）
11:00〜17:00

高校生演劇プロジェクト後期 
吉田小夏演劇集中ワークショップ
8月１日（土）〜4日（火）
発表公演 5日（水）14:00〜
※高校生演劇プロジェクト

（問・申込）豊岡市民プラザ
TEL.0796-24-3000
（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
平和を願う朗読劇・豊岡
2015『祈り-１９４５』
８月8日（土） 開演14:00
一般５００円 高校生以下無料

（要整理券）※当日200円増

TAJIMA RAISING
ROCK FESTIVAL2015
８月16日（日）開演11:00
一般５００円 高校生以下無料

（要整理券）※当日200円増
神戸大学児童文化研究会
豊岡公演「おいで おいで 
観においで！」
８月20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

豊岡市民プラザ
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１1日（土） 開演１8：30
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25日（土） 
開演17:00
一般５００円 高校生以下
３００円 ※当日200円増

アートスクール
～地域文化プログラムの実践～
舞台技術講座 ×
ドラマリーディング講座
【ドラマリーディング講座】
①7月25日（土）19：00〜
22：00、②7月26日（日）
13：00〜14：00
受講無料（要申込）

【音響・照明講座】
音響/8月21日（金）、22日

（土）19：00〜22：00
照明/8月22日（土）、23日

（日）13：00〜16：00
受講無料（要申込）

【総合演習 ドラマリーディ
ング講座】「宮沢賢治を読
む～ことばに込める色や
匂いや温かさ～」
9月5日（土）14：00〜
入場無料

山陰海岸ジオパーク 検 索 →

ジオサイトを楽しめるウォーキングイベントに参加して、
歩行距離合計120ｋｍを目指す「120kmウォーク」好評開催中！

鉱石の道 TOPICS
「神子畑 洋風せんべい」
神子畑選鉱場跡をモチーフに、
クリームをサンドした「洋風せん
べい」が、地元・洋菓子店の協
力を得てムーセ旧居で販売中！

（販売先）ムーセ旧居／朝来市佐嚢1826-1／土・
日・祝のみ開館／10〜17時／079-677-1717
　「銀

か な や

谷の里」（ケーキハウス シラタキ）
生野の鉱山を米粉や青汁粉の生地で、中の自
家製餡は大納言小豆とドライフルーツ、クルミ
等を入れて鉱石を表現したハイカラ和菓子！
（販売先）朝来市生野町口銀谷
1875-2／平日10〜18時営業
／土日祝は要予約・日曜定休／
079-679-3641 

「鉱石の道」
認定スイーツ
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