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生野イルミネーションロード
12月5日（土）〜1月4日（月） 
17：30〜21：00
朝来市生野町口銀谷
生野マインホール

（問）朝来市生野支所
TEL.079-679-2240

オリジナルリースつくり
12月6日（日） 新温泉町石橋
大人1,500円、
小中学生1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

神鍋高原冬山開き
12月10日(木)
豊岡市日高町万場
万場スキー場

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800

正月の寄せ植え
12月13日（日） 新温泉町石橋
大人2,500円
小中学生1,500円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

花作り 12月20日（日） 
10:00〜14:00
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

朝市・感謝デー
12月20日（日） 
新温泉町石橋

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

かにサンタの
クリスマスイベント
12月24日（木） 10：30〜
豊岡市城崎町今津
JR城崎温泉駅前広場

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

竹田城跡 初日の出
1月1日（金・祝） 
5:00〜（登城時間）
朝来市和田山町竹田
観覧料500円

（問）朝来市観光交流課 
TEL.079-672-4003

別宮のお綱打ち
1月９日（土）8:00頃〜
養父市別宮 八幡神社

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113

宵田の十日恵比寿まつり
１月9日（土）・10日（日）
豊岡市日高町宵田西宮神社

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

田ノ口賽の神まつり
(大わらじ・大ぞうり奉納)
１月11日（月・祝）
8:00〜12:00
豊岡市日高町田ノ口

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

まいそう祭り
1月14日(木)
養父市大屋町宮本御井神社
(問)やぶ市観光案内所
TEL.079-663-1515

神鍋高原スキー＆
スノボ体験教室
1月中旬〜3月初旬
豊岡市日高町山田
万場・アップかんなべ・奥神
鍋スキー場

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800

昔のかんじき作りと
滝ハイキング
1月17日（日）
新温泉町青下地区
大人2,000円
小中学生1,500円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

全日本Ｂ級公認
オクカンナベＣＵＰ
1月20日（水）・21日（木）
サーティーワン
アイスクリームＣＵＰ 
オクカンナベ大会 
1月21日（木）・22日（金）
豊岡市日高町山田
奥神鍋スキー場

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800

近畿高校スキー選手権大会 
1月24日（日）〜26日（火）
豊岡市日高町山田
奥神鍋・万場スキー場

（問）日高神鍋観光協会
TEL.0796-４5-0800

百手の儀式
1月28日（木） 15：30ごろ〜
香美町香住区御崎

（問）香美町香住観光協会
TEL.0796-36-1234

八木西宮ゑびす祭り
2月11日(木・祝)
養父市八鹿町八木
八木西宮ゑびす神社
(問)やぶ市観光案内所
TEL.079-663-1515

かまくらまつり
2月13日（土） 新温泉町石橋

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

ゆむら 灯火の景
2月13日（土） 
新温泉町湯 湯村温泉街

（問）同実行委員会
TEL.0796-92-1856

かんじきハイキング
2月14日（日）
9:00〜15:30
新温泉町海上地区
大人1,500円
小中学生1,000円
別途かんじき使用料300円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

神子畑選鉱場跡　
デジタル掛け軸ライブ

（神子畑交流館「神選」開館
記念イベント）
3月上旬 18:00〜
朝来市佐囊 神子畑選鉱場跡

（問）朝来市朝来支所
TEL.079-677-1165

渓流釣り解禁
3月１日（月）0:00〜
香美町内
※入川料：10,000円／年、
3,000円／日

（問）矢田川漁業協同組合
TEL.0796-80-1146

銀谷のひな祭り
3月4日（木）〜7日（日） 
9:00〜16:00
朝来市生野町

（問）生野まちづくり工房
井筒屋
TEL.079-679-4448

出石初午祭
3月19日（金）〜21日（日）
豊岡市出石町内
出石城跡周辺

（問）豊岡商工会出石支部
TEL.0796-52-2113

かに供養
3月31日（水） 11：30〜
豊岡市城崎町
城崎温泉ロープウェイ山頂

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

1月

1月

3月

2月

12月

●イベントなどの情報は2020年10月現在のものです。　●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。  
●但馬の主なイベントを掲載しています。　●開催状況については各問合せ先までご確認ください。

Event Calendar

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。

クラシックパークvol.20
大人のバレンタイン
コンサート 2月13日（土）
15:00〜 ※有料
場所：ログハウスカナダ

（問）新温泉町温泉公民館
（新温泉町湯990-8）
TEL.0796-92-1870

夢ホール

豊岡市民会館
バレンタイン
ピアノコンサート
2月14日（日）
午前の部 開演10：00
午後の部 開演13：30

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

ANTIBODIES 
Collective「新作」試演会
12月6日（日）
14:00〜（予定）

コンテンポラリーダンス・
プラットフォームを活用
した振付家育成事業

「ダンスでいこう!!」
Dance Camp 成果発表
1月16日（土）（予定）

アエロウェーブ×YDC×
KIAC×Exchange 
Program（仮） 
成果発表 2月下旬（予定）

城崎国際アートセンター

清水美帆＋鈴木竜一朗
「バクは夢を食べて
日記をかく」プロジェクト
ラジオ配信

『夢を見る前に』
2021年3月まで
毎月第3火曜 
22:00〜ラジオ配信
その後いつでも視聴可
https://anchor.fm/
yumewomiru

（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

U18　MUSIC FESTIVAL
12月26日（土） 
開演13：00 

第31回プラザ寄席
「ふれ愛亭」 １月9日（土） 
開演13：30 ※有料 

劇団「演劇FACTORY」
『Show Must Go On』
1月16日（土）・17日（日）
※有料 高校生以下無料 
要整理券

豊岡市民プラザ
大駱駝艦・田村一行舞踏公演
3月27日（土）・28日（日）
開演15：00 ※有料 
高校生以下無料 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

第7回
朝来市合唱祭
2月28日(日)  
開演13:30 
※無観客で実施予定
場所：和田山
ジュピターホール

朝来市文化会館
秋川雅史〜聴いて
よく分かるクラシック2 〜
3月27日(土) 開演15:00 
※有料 場所：生野マインホール

（問）朝来市芸術文化課
（朝来市和田山町玉置877-1）
TEL.079-672-1000
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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。

木の殿堂
ひな人形組み木教室
上級者 12月5日(土)
初級者 12月6日(日)
13:00〜16:00
各教室7名 ※有料

木の殿堂 組み木教室作品展
12月19日(土)〜
3月31日(水)

スノーシューで歩こう
入門編 1月17日(日)
10:00〜13:00ごろ
チャレンジ編 2月7日(日)
10:00〜15:00ごろ
定員各20名 ※有料

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池951）
TEL.0796-96-1388

アート2021干支展
12月5日(土)〜
1月11日(月・祝)

第14回写真公募展
〜こどもの世界〜
12月5日(土)〜24日(木)

〜朝来からの風〜朝展2021
1月23日(土)〜3月7日(日)

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木739-3）
10：00〜17：00

（入館は閉館30分前まで）
大人500円 
大・高校生300円
中・小学生200円
休館日：水曜・祝日の翌日
年末年始(12/25〜1/5)
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

養父市立全天候運動場
いきいきドームカップ
フットサル大会 
予選・決勝
2月20日(土)・21日(日)
受付:9:00〜（予定）
※参加費有料

（問）養父市立全天候運動場
（養父市八鹿町国木697-1）
TEL.079-663-2021

第18回NOMOカップ
12月5日(土)・6日(日)
(問)NOMOベースボール
クラブ事務局
TEL.0796-32-3532

第29回但馬ドーム杯
グラウンド・ゴルフ交流大会
決勝・B決勝
12月10日(木)・11日(金)

第14回但馬ドーム杯
中播学童軟式野球大会
12月12日(土)・13日(日)
(問)大会事務局 山田
TEL.0796-42-0292

第8回NOMO 
KURIYAMA ALL 
STAR GAME
1月11日(月・祝)
(問)NOMOベースボール
クラブ事務局
TEL.0796-32-3532

YONEX（株）ソフトテニス
クリニック
1月16日(土)・17日(日)
※参加費有料

園田学園女子大学
スポーツクリニック
ボール遊びをしよう！
ソフトボールクリニック
1月30日(土)・31日(日)
※参加費有料

第22回但馬ドーム杯
シニア野球大会
2月20日(土)・21日(日)

第12回但馬ドームCUP 
グラウンド・ゴルフ大会
3月13日(土) ※参加費有料

（問）全但バス但馬ドーム
（豊岡市日高町名色88-50）
TEL.0796-45-1900

全但バス但馬ドーム
シロクマスケート教室
12月6(日)、20(日)、27(日) 、
1月5(火)、9(土)、24(日)、
31(日)、2月14(日)、
21(日)、28(日) 計12回
16:00〜17:00
定員 就学前1年以内の
幼児〜小中学生30名 
※有料 場所：スケートリンク

ペンギンスケート教室
1期 12月12日（土）・13日（日）
2期 1月3日（日）・4日（月）
3期 1月16日（土）・17日（日）
4期 2月6日（土）・7日（日）
10:45〜12:00
定員 就学前1年以内の幼
児〜小中学生各15名
※有料 場所：スケートリンク

1dayスケート教室
2期 12月27日（日）
3期 12月29日（火）
4期 1月5日（火）
5期 2月14日（日）
10:45〜12:00
定員 就学前1年以内の
幼児〜大人各10名
※有料 場所：スケートリンク

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

円山川公苑
ちょっと早めのクリスマス
12月13日（日）
10:00〜、13:00〜
定員 親子各20名
※保護者同伴 ※有料
※申込期限12/6

X'masケーキづくり
12月23日（水）
10:00〜、13:00〜
定員 一般各10ホール
※有料 ※申込期限12/16

ローストビーフ作り
12月25日（金）10:00〜
定員 5組 ※有料
※申込期限12/23

ぜんざいのふるまい
1月3日(日) 10:30〜
当日先着100名

スキー教室
第1回 1月9日(土)
※要予約・申込期限 1/2
第2回 1月16日(土)
※要予約・申込期限1/9
第3回 1月23日(土)
※要予約・申込期限1/16
第4回 1月30日(土)
※要予約・申込期限1/23
第5回 2月6日(土)
※要予約・申込期限1/30
第6回 2月13日(土)
※要予約・申込期限2/6
第7回 2月20日(土)
※要予約・申込期限2/13
各10:00〜 
定員 各20名 ※有料
スキー等レンタル料・
リフト代は別途

第２6回雪上運動会
1月24日（日）10：00〜
定員 幼児〜一般
各種目30組
※当日9:50までに受付完了

但馬牧場公園
第２6回雪像コンテスト
1月31日（日） 9：30〜
定員 幼児〜一般
各種目30組

牧場公園雪まつり
2月7日（日） 
雪玉ストラックアウトゲーム
9:30〜
定員 小学生以下50名
レザークラフト体験
10:30〜 定員 一般20名
※有料
但馬ビーフの焼肉を
200円で試食 11:00〜
定員 一般先着150名
整理券配布１０：４５〜 ※有料
小学生以下対象ゲーム
13:00〜
定員 小学生以下先着100名
受付１２：３０〜 ※有料
餅まき １4：00〜
※参加は中学生以上

レザークラフト体験
3月7日(日)13:30〜
定員 20名 ※有料 
※申込期限2/28

みそ仕込み体験
3月20日(土・祝)13:30〜
定員 20組 ※有料 
※申込期限3/13

ロールケーキ作り教室
3月27日(土) 10:00〜
定員 10組 ※有料 
※申込期限3/20

畜産講習会 3月 10:00〜
畜産農家など50名
※要予約

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土1033）
TEL.0796-92-2641

第３回大人の自然教室
つる植物で学ぶ
12月5日(土) ※有料

第３回親子で自然学校
餅つき、自然物クラフト等
12月12日(土)10：15〜
13日(日)13：15
※有料 ※募集期間
11/12〜12/2

（定員になり次第締切）

第4回親子で自然学校
凧づくり、 
朝来山トレッキング等
2月6日(土)10：00〜
7日(日)13：15 ※有料 
※募集期間1/6〜27

（定員になり次第締切）

南但馬自然学校
第３回遊友体験活動
早春の里山を楽しもう！
〜蕎麦打ち体験〜
2月27日(土)
15：30〜18:00 ※有料 

第５回親子で自然学校
里山づくりイベントに参加、
デザートづくり等
3月13日(土)9：50〜
14日(日)13：15 ※有料 
※募集期間2/9〜3/3

（定員になり次第締切）

朝来山里山づくりイベント
メイプルシロップづくり体験等
3月13日(土) 
10：00〜14：00 ※有料 

（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間189）
TEL.079-676-4731

兎和野高原野外教育センター
はじめてのスキー教室
1月16日(土) 
10:00〜15:00 ※有料

挑戦！
クロスカントリースキー
3月6日(土) 
10:00〜15:00 ※有料

スノーシューで歩こう
3月7日(日) 
10:00〜15:00 ※有料

（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

巣塔観察ガイドウォーク
3月2日(火)〜31日(水)
※土曜と休園日はのぞく 
13:30〜14:15

（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

但馬文教府
地域歴史文化公開講座II

「あきらめない心」
2月26日（金） 13：00〜

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