楽しさいっぱい！見どころ満載！

年間イベントスケジュール
春 4・5・6月
4 月上旬

立雲峡さくらまつり

［所］朝来市和田山町竹田 立雲峡
［問］情報館天空の城 079-674-2120
4 月上旬

浜坂みなとほたるいか祭り

［所］新温泉町芦屋 浜坂漁港セリ市場
［問］浜坂観光協会 0796-82-4580
4 月中旬

菓子祭前日祭

［所］豊岡市 豊岡駅通商店街［問］同実行委員会
事務局
（豊岡商工会議所）0796-22-4456
4 月中旬

生野銀山へいくろう祭

［所］朝来市生野町小野 生野銀山
［問］朝来市生野地域振興課 079-679-5802
4 月中旬～下旬

たんとうチューリップまつり

［所］豊岡市但東町畑山 たんとう花公園
［問］同実行委員会事務局 0796-54-0500

夏 7・8・9月

秋 10・11・12月

7 月上旬

10 月上旬

神鍋火山祭り

［所］豊岡市日高町栗栖野 アップ神鍋スキー場、 ［所］養父市大屋町明延 明延振興館
道の駅神鍋高原 ［問］同実行委員会事務局
［問］大屋地域局 079-669-0120
（日高神鍋観光協会）0796-45-0800
10 月中旬
7 月中旬

川下祭 ［所］新温泉町浜坂 宇都野神社

［問］浜坂観光協会 0796-82-4580
7 月中旬

ようか夏まつり［所］養父市八鹿町八鹿

［問］同実行委員会 079-662-8778

香美町海の祭典
香住ふるさとまつり
7 月下旬

たけの海上花火大会

［所］豊岡市竹野町竹野 竹野浜海水浴場
［問］たけの観光協会 0796-47-1080

7 月下旬～ 8 月下旬
［所］豊岡市城崎町湯島 城崎温泉街
［問］城崎温泉観光協会 0796-32-3663

8 月中旬

5 月上旬

全国しゃくなげ公園まつり

［所］香美町小代区新屋 全国石楠花公園
［問］同実行委員会事務局
（香美町小代観光協会）0796-97-2250
6 月上旬

癒しの森のガーデンショー

［所］香美町村岡区和池 但馬高原植物園
［問］但馬高原植物園 0796-96-1187
6 月第 3 日曜

全日本かくれんぼ大会

［所］新温泉町湯 湯村温泉街
［問］新温泉町商工観光課 0796-82-5625

［所］香美町香住区御崎 平内神社
［問］香美町香住観光協会 0796-36-1234
2月上旬

［所］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 079-663-1515
11月上旬

但馬牛ゆったりウオーク

［所］香美町小代区内
［問］同実行委員会 0796-97-3111

兵庫県雪合戦大会

［所］香美町小代区実山 小代中学校グラウンド
［問］同実行委員会 0796-97-3966
2月上旬

ゆむら灯火の景

［所］新温泉町湯 湯村温泉街
［問］新温泉町商工会温泉支所 0796-92-1856

11月上旬

城崎温泉夏物語

柳まつり

［所］豊岡市竹野町竹野 竹野浜北前館周辺
［問］同実行委員会 0796-47-2020

天滝もみじ祭

1月 28 日

百手の儀式

出石お城まつり

［所］豊岡市 円山川河川敷、豊岡駅
通商店街他［問］同実行委員会事務局
（豊岡商工会議所）0796-22-4456

北前まつり

祝！柴山がに初せりまつり

［所］豊岡市出石町内町 出石城跡周辺
［問］同実行委員会事務局 0796-52-3111

8 月1〜2日

5 月上旬

11月 6 日

11月上旬

［所］豊岡市日高町栗栖野 神鍋山岩倉ゲレンデ
［問］道の駅神鍋高原 0796-45-1331

［所］朝来市和田山町 白井大町藤公園
［問］大町公園管理組合 079-670-1636

［所］養父市奈良尾 氷ノ山国際スキー場
［問］氷ノ山国際スキー場 079-667-7219

香美町山の祭典 但馬牛食まつり

11月上旬

［所］香美町香住区香住 香住浜一帯
［問］香美町観光商工課 0796-36-3355

氷ノ山国際スノーフェスティバル

［所］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 0796-94-0123

［所］香美町香住区沖浦 柴山港
［問］香美町香住観光協会 0796-36-1234

7 月下旬

神鍋山水仙まつり
5 月上旬〜 5 月中旬

1月下旬

あけのべ一円電車まつり

4 月下旬

藤まつり

冬 1・2・3月

生野夏物語

コウノトリ翔る但馬まるごと感動市
［所］豊岡市日高町名色 兵庫県立但馬ドーム
［問］同実行委員会 0796-26-3697

やぶもみじまつり

［所］香美町小代区新屋 ミカタスノーパーク
［問］同実行委員会事務局
（香美町小代観光協会）0796-97-2250

［所］養父市養父市場 養父神社境内
［問］養父神社 079-665-0252

3 月上旬

11月第 3 日曜

［所］朝来市生野町口銀谷、奥銀谷 他
［問］朝来市生野地域振興課 079-679-5802
8 月 24 日

湯村の火祭り［所］新温泉町湯 湯村温泉街

［問］湯区事務所 0796-92-1081
9 月中旬

2月中旬

美方高原雪まつり

11月上旬〜中旬

竹野カニカニカーニバル

［所］豊岡市竹野町竹野 北前館駐車場
［問］たけの観光協会 0796-47-1080

かすみ・かに感謝祭

［所］香美町香住区沖浦 柴山港
［問］同実行委員会 0796-37-0301

11月中旬

浜坂みなとカニ祭り

［所］新温泉町芦屋 浜坂漁港セリ市場
［問］浜坂観光協会 0796-82-4580

香住ガニまつり

［所］香美町香住区香住 香住漁港西港
［問］香美町香住観光協会 0796-36-1234
9 月第 4 日曜

11月中旬

かすみ松葉がにまつり

3 月上旬

［所］香美町香住区香住 香住漁港西港
［問］香美町香住観光協会 0796-36-1234

但馬
“牛まつり”

［所］新温泉町丹土 但馬牧場公園
［問］新温泉町商工観光課 0796-82-5625
9 月下旬

銀谷祭り

［所］朝来市生野町口銀谷
［問］同実行委員会事務局 079-679-5802

11月下旬

とよおか津居山港かにまつり

［所］
豊岡市小島 津居山港小島岸壁
［問］
とよおか津居山港かにまつり実行委員会
（豊岡観光協会）0796-22-8111

鉢伏雪まつり

［所］養父市 ハチ高原スキー場
［問］やぶ市観光案内所 079-663-1515
3 月第 3 土曜

出石初午大祭

［所］豊岡市出石町内町 出石城跡周辺
［問］但馬國出石観光協会 0796-52-4806

※ここに記載しているイベントはほんの一例です。

観光のお問い合わせ
0796-22-8111
豊岡観光協会
0796-32-3663
城崎温泉観光協会
0796-47-1080
たけの観光協会
0796-45-0800
日高神鍋観光協会
0796-52-4806
但馬國出石観光協会
但東シルクロード観光協会 0796-54-0500

香美町香住観光協会
香美町村岡観光協会
香美町小代観光協会
浜坂観光協会
湯村温泉観光協会
やぶ市観光協会

0796-36-1234
0796-94-0123
0796-97-2250
0796-82-4580
0796-92-2000
079-663-1515

やぶ市観光案内所
生野町観光協会
和田山町観光協会
朝来市山東町観光協会
朝来市あさご観光協会
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