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三川権現大祭
5月3日（月・祝） 10：30〜
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

小代渓谷まつり
5月4日（火・祝）
香美町小代区秋岡
もみじ広場
※釣り大会のみ有料
受付5:30〜

（問）香美町小代観光協会
TEL.0796-97-2250

扇ノ山残雪・新緑登山
5月15日（土） 9:30〜
扇ノ山 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

但馬久谷の菖蒲綱引き
6月5日（土）19：30〜
新温泉町久谷

（問）新温泉町教育委員会
生涯教育課（浜坂先人
記念館「以命亭」）
TEL.0796-82-4490

出石桜まつり
3月27日（土）〜4月30日（金）
豊岡市 出石城跡周辺

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

立雲峡桜まつり
3月下旬〜4月中旬
朝来市和田山町竹田 
立雲峡 ※有料
竹田地区住民、
中学生以下無料

（問）情報館 天空の城
TEL.079-674-2120

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

さくらまつり

生野銀山へいくろう祭
4月11日（日）  
10:00〜15:00 
朝来市生野町小野
史跡生野銀山

（問）朝来市観光協会生野支部
TEL.079-679-2222

たんとうチューリップまつり
4月中旬〜下旬 ※予定
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
https://tantosilk.gr.jp/

上山高原山開き・山焼き
（残雪そり大会）
4月17日（土） 9:00〜
上山高原 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

お走り祭り
4月17日（土）・18日（日）
9:00〜 養父市内

（問）お走り祭り保存会
TEL.079-665-0252

温泉まつり
4月23日（金）・24日（土）
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663

しょうぶ湯まつり
5月3日（月・祝）〜5日（水・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

瀞川稲荷神社まつり
5月3日（月・祝）20：00〜・
4日（火・祝）11：00〜
香美町村岡区板仕野 
稲荷神社

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123

霧ヶ滝トレッキング
6月5日（土） 9:30〜
新温泉町岸田 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

鼻かけ地蔵尊祭 
6月6日（日）
豊岡市城崎町楽々浦

初夏！ジオパークで
食べるイカソーメン
早食い大会 6月13日（日） 
10:00〜13:00
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

明治の水路散策
6月13日（日） 9：30〜 
新温泉町青下 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

扇ノ山新緑登山（平日版）
6月17日（木） 9:30〜
扇ノ山 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

香美町山の祭典
「但馬牛食まつり」
（但馬牛音楽フェスINハチ北） 
6月20日（日） 
9:00〜19:00
香美町村岡区大笹
ハチ北高原 ※有料

（問）香美町村岡観光協会  
TEL.0796-94-0123

小又川トレッキング
6月27日（日） 9:30〜
新温泉町海上 ※有料

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

6月

6月

5月

5月
4月

●イベントなどの情報は2021年2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。

【劇の学校】
たんけんほっとステージ
５月4日(火・祝) 
10:00〜12:00 
北村成美・こどもダンス
ワークショップ 
５月5日(水・祝) 
午前の部10:00〜12:00 
午後の部14:00〜16:00 

劇団「演劇FACTORY」
『War Eve 1925 
～戦争前夜～』
５月23日(日)  
※高校生以下無料

（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

第２4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(木・祝)
開演1３：３0 全席自由
※入場無料（要整理券）

夏川りみ
コンサートツアー2021 
5月30日(日)
開演16：00 ※有料

（問）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

和田山ジュピターホール

第14回ビバホール
チェロコンクールプレイベント 
5月23日（日） 開演14:00

（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

プロに教わるレクチャー
事業 音楽レクチャー
4月25日（日）、5月9日（日）、
6月20日（日）、各日
13：00〜16:00 ※有料

（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

小野寺修二／カンパニー
デラシネラ『どこまでも世界』
2021 地域交流プログラム
5月中旬予定

平原慎太郎／OrganWorks
『168428_4 / nothing』
地域交流プログラム
6月初旬予定

橋本清、 山﨑健太／ y/n
『カミングアウトレッスン』
『セックス／ワーク／アート』
『How to Murder in the 
Closet』レパートリー化の
ための滞在制作　成果発表
6月中旬予定

（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夢ホール
夢ホール完成式
リニューアルオープン
記念式典
4月10日（土）
開演13:30
しんおんせん寄席
5月19日（水）
開演13:30

クラシックパークvol.20＋1 
マリンバとピアノの
コンサート
6月5日（土） 開演10:30 
※中学生以上有料
大衆演劇「三河家劇団」公演
6月12日（土） 
開演14:00 ※有料

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

16



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。

～不思議・びっくり～
あさご錯覚の森美術館展
3月13日（土）〜
５月5日（水・祝）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木739-3）
大人500円  大・高校生300円
中・小学生200円
休館日：水曜
10：00〜17：00

（入館は閉館30分前まで）
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

南但馬自然学校
第1回
大人の自然教室
春の花をさがして
4月17日（土）
保険料100円
※別途必要な場合あり

第1回遊友体験活動
「新緑の里山を楽しもう！
～さつまいもの苗植え、
春の生き物さがし～」
5月15日（土）
9:30〜12:00
保険料 100円

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

ローストビーフ作り 
4月24日（土） 10:00〜
※一般／8組 5,000円
要申込み（締切４／17）

春の装いフェア 
4月25日（日）
但馬ビーフの焼き肉
10:30〜
一般／100名 200円
※整理券配布10:15〜
レザークラフト体験
13:30〜
一般／10名 300円
ストラックアウトゲーム
14:00〜 
4才以上／定員50名

羊の毛刈り体験
第1回
4月29日（木・祝）13:30〜
第2回
5月1日（土）11:00〜
第3回
5月3日（月・祝）11:00〜
第4回
5月4日（火・祝）11:00〜
各小学生以下／各20名 
各100円

但馬牧場公園
羊毛のクラフト作り体験
5月1日（土）13:30〜
親子（小学生以上）／
15組30名 400円
要申込み（締切４／24）
焼き杉体験
5月2日（日）13:00〜
小学生以下 ※保護者同伴／
30名 200円
レザークラフト体験
5月3日（月・祝）13:30〜
一般／10名 300円
要申込み（締切４／26）
かしわ餅作り体験
5月23日（日）10:00〜
一般／8組 450円
(かしわ餅10個分）
要申込み※2人前以上

（締切5／16）
但馬牛博物館探検隊
6月6日（日）13:00〜
小学生以上／15名
要申込み（締切5／30）
ソーセージ作り教室
6月19日（土）10:０0〜
一般／8組 30人分 
1,000円 要申込み
※2人前以上（締切6／12）
ウチョウラン展 6月26日（土）
10:00〜16:00、
27日（日） 9:00〜16:00

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

ガイドウォーク
4月・5月・6月 毎週土曜日
13:30〜14:30   
キッズスタンプラリー
4月29日（木・祝）
9:30〜15:30  

春の特別ガイドウォーク
5月2日（日）
10:00〜11:30、
13:30〜15:00   
飼育コウノトリの給餌体験
6月12日（土）
13:00〜15:30    

コウノトリの郷公園

（問）県立コウノトリの郷公園
（豊岡市祥雲寺128）
TEL.0796-23-5666

五月人形組み木教室
経験者 4月10日（土） 
13:00〜16:00
料金1,500円 
初級者 4月11日（日） 
13:00〜16:00
料金1,200円 各7名

趣味の仏像展
4月10日（土）〜5月9日（日）

井上信行 写真展「田んぼ」
4月10日（土）〜5月9日（日）

木の枝でスプーン作りと
火起こし体験
4月29日（木・祝） 
料金1,500円 
親子/15組/30名

おもちゃと組み木教室
5月9日（日）
13:00〜16:00
料金1,500円 7名

寺谷建明 木のおもちゃ展
5月15日（土）〜6月13日（日）

藤岡秀樹 ふるさと絵画展
5月15日（土）〜6月13日（日）

木の殿堂
組み木基礎講座
5月22日（土）・29日（土）・
6月5日（土）
各日13:00〜16:00
料金2,500円（3回分） 7名

組み木指導員作品展
6月19日（土）〜7月18日（日）

山本一幸 
森のニッチな生き物写真展
6月19日（土）〜7月18日（日）

動物パズル作り教室
経験者 6月26日（土） 
13:00〜16:00
料金1,500円 
初級者 6月27日（日） 
13:00〜16:00
料金1,200円 各7名

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

全但バス但馬ドーム

第27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（月・祝）
〜5日（水・祝）

（問）（株）ニチレク
TEL.06-6243-3351

兵庫県ねんりん
ソフトボール交流大会
5月15日（土）・16日（日）

（問）但馬ソフト
ボール協会事務局
TEL.090-3356-4509

第65回兵庫県高等学校
総合体育大会
ソフトボール競技
6月4日（金）〜6日（日）

（問）県高体連 
加古川南高等学校 
太田先生
TEL.079-421-2373

第30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
6月22日（火）〜24日（木）
※参加料必要

Pick Up

1周150メートルの線
路で、鉱山従業員の通
勤電車として利用され
ていた明神電車に乗
車できる。

養父市大屋町明延
あけのべ憩いの家広場
10:00～ ※有料

一円電車
体験乗車会

（問）あけのべ自然学校 TEL.079-668-0258

湯村温泉の開祖、慈
覚大師への感謝と子
ども達の成長を祈願
するお祭り。大綱引
きでは参加者が力を
合わせ勝運を競う。

新温泉町湯 16:00～

湯村温泉祭り
（大菖蒲綱引き）

（問）湯村温泉祭奉賛会 TEL.0796-92-1081

66月月

66日日（日）（日）

山陰随一の規模を誇る
藤公園。開園時期はHP
でご確認ください。

朝来市和田山町白井1008
白井大町藤公園　
9:00～18:00 
※最終入場17:30まで
※有料 小学生以下無料

藤まつり

（問）情報館 天空の城 TEL.079-674-2120

44月下旬〜月下旬〜

55月中旬月中旬

（問）白井大町藤公園管理組合 
TEL.079-670-1636 http://www.oomachi.info/

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

66月月

66日日（日）（日）
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