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行事・イベント名 日時 場所 内容 問合せ先

KIACコミュニティプログラム2022

波田野州平｢海やまのあいだ｣アトリエ公開

∼3月12日(日)

9:00∼17:00 ※火曜休み 城崎国際アートセンター

映画作家・波田野州平が、山陰海岸ジオパーク周辺を舞台に、

地域の人々と交流を重ねながら複数年かけて映画を制作するプ

ロジェクト。今年度の滞在で出会ったものや、考えたことを展

示したアトリエを公開する。

※予約不要。入退場自由。

城崎国際アートセンター

32-3888

美術館主催事業　水彩画教室作品展
∼3月12日(日)

9:30∼
市立美術館｢伊藤清永記念館｣ 美術館主催の水彩画教室受講生の作品展。

市立美術館｢伊藤清永記念館｣

52-5456

城崎温泉イルミネーションプロジェクト2022｢返照の時｣ ∼3月31日(金) 城崎温泉街　木屋町通り

開湯1300年という長い歴史を有する城崎ならではの要素を盛り

込み、水面に照らし、水面に写すことで温泉街の魅力を増幅さ

せるイルミネーションプロジェクトを開催。

城崎温泉観光協会

32-3663

第88回企画展｢古代モンゴル『岩画』1万年の世界∼漢字のルーツと原初の美を求めて

∼｣
∼4月18日(火) 日本・モンゴル民族博物館

モンゴルには、1万年以上前から人類が岩石に刻んだ『岩画』

が多数存在し、世界文化遺産にも登録されている。草原に暮ら

す動物の狩りの様子や、世界初公開となる｢神の鹿｣を岩石に刻

んで描いた拓本18点に調査時の写真を交え、その魅力を紹介す

る。

日本・モンゴル民族博物館

56-1000

第55回企画展

｢雪と人のくらし｣
∼4月25日(火) 市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣

1923年(大正12年)2月に神鍋高原でスキーの初滑りが行われて

から、ちょうど100年という歴史的な節目を記念して、スキー

場や雪に関する歴史を紹介する。

市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣

42-6111

第45回ミニ企画展　｢まが玉｣ ∼4月25日(火) 市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣
勾玉の基礎知識や謎を、市内で出土した勾玉やパネル等で紹介

する。子どもから大人までわかりやすく楽しめる内容。

市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣

42-6111

たじま就活フェス(たじまオンライン合同企業説明会)
3月3日(金)

13:00∼17:00
ハイブリッド開催(オンライン×Aity会場)

但馬へUIターン就職・転職を希望する方を対象とした合同企業

説明会
環境経済課
21-9009

2022年　３月・4月行事予定 

【2023年3月】

前月から継続中のイベント

開催日が決定しているイベント



神鍋マリアージュ 3月3日(金)∼17日(金)の毎週金曜日 道の駅｢神鍋高原｣

コース料理と飲み放題プラン

全但バスに乗って神鍋高原へ

(3月3･10･17日に開催)

道の駅｢神鍋高原｣

45-1331

但馬ドームセンター棟ギャラリー

｢紫陽書道展｣ ※サブタイトル未定
3月3日(金)∼3月29日(水)

全但バス但馬ドーム

センター棟ギャラリー

香美町村岡区を中心に活動する紫陽書道教室のみなさんの作品

展

全但バス但馬ドーム

45-1900

KIACコミュニティプログラム2022

太田奈緒美｜タケノ時空間散歩『この家で － 이 집에서<in this house>』

みんなでお座敷リーディング

3月4日(土)

10:30∼12:00／14:00∼15:30
田中邸[旧・甚七邸]

美術作家の太田奈緖美が、かつて竹野町で発行されていた文集

『万年青(おもと)』を手がかりに地域を訪ね歩き、人々の言葉

や記憶、風景、音を拾い集めて試作した物語を地域の皆さんと

一緒に読む会。

定員:10∼15名程度

城崎国際アートセンター

32-3888

豊岡若手作家展(後期)
3月4日(土)∼3月21日(火)

9:30∼17:00
市立美術館｢伊藤清永記念館｣

館初の試みとして、市内で活動している若手作家の作品展を開

催。アーティストによるギャラリートークも企画。後期の出

展作家は彫刻家・美藤圭。

市立美術館｢伊藤清永記念館｣

52-5456

アカガエル調査
3月5日(日)

13:00∼15:00
郷公園内、祥雲寺地区水田 アカガエルの卵塊数の調査

コウノトリ文化館

23-7750

第０回豊岡グッドローカル農業大会＆GLAマルシェ・軽トラ市

３月５日(日)

[大会]13:30∼15:30　※開場は13:00

[マルシェ・軽トラ市]12:00∼16:00

コウノトリ但馬空港

【大会】多目的ホール

【マルシェ・軽トラ市】ターミナルビル前

大会では、市内の素晴らしい｢農｣の取組実践者からの発表や講

演などを行います。

会場では、キッチンカー等での飲食提供や農産物販売を行う

GLAマルシェ・軽トラ市も開催します。

市内農産物を使った美味しい料理を食べ、農業に関連した素晴

らしい取組みのお話を聞いていきませんか？

農林水産課　グッドローカル農業推進

室

23-1127

豊岡ノーマイカーデー 3月8日(水) 市内の路線バス・コバス・イナカー・チクタク

豊岡ノーマイカーデーに合せて、豊岡市内の路線バス・コバ

ス・イナカー・チクタクに1日乗り放題となるチケットを販

売。チケットは1枚500円。

都市整備課

23-1712

多文化交流サロン
3月11日(土)

13:30∼16:30

WACCU TOYOOKA 学習室A

(アイティ4階)
外国人市民の生活相談や交流事業等を行う

生涯学習課

23-0341



2023まるごとモンゴルひなまつり 3月４日(土)･５日(日) 日本・モンゴル民族博物館、資母体育館

博物館と隣の資母体育館を会場に開催する毎年恒例の子ども向

けの参加型体験イベント。

馬頭琴・筝のミニライブ、｢モンゴルの自然と子どもたち｣の話

や、馬頭琴の演奏体験、羊のマスコット作り、ハーバリウム体

験なども行う。

※定員:両日とも午前・午後各回100名(要予約、先着順)

※予約受付期間:1月26日(木)∼3月2日(木)

※入館料が必要

日本・モンゴル民族博物館

56-1000

KIACコミュニティプログラム2022

作曲家といっしょに音楽をつくって演奏しよう！

日本相撲聞芸術作曲家協議会(JACSHA)おんがくワークショップ【最終回】

3月10日(金)

18:00∼21:00
城崎国際アートセンター

相撲が大好きな作曲家グループ＝日本相撲聞作曲家協議会

(JACSHA)と一緒に、豊岡に古くから伝わる歌や芸能をもとに

自分たちで曲を作って合奏するワークショップの最終回。対象:

小学4年生∼中学3年生

城崎国際アートセンター

32-38888

第７回バレンタインピアノコンサート

(2/12に中止になった分の振替公演)

3月11日(土)

午前の部10:00∼

午後の部13:30∼

日高文化体育館

大ホール

(会場変更の可能性があり)

普段は言えない｢ありがとう｣を伝える参加型コンサート。
市民会館

23-0255

リサイクルブックフェア(城崎)
3月12日(日)

10:00∼15:00
城崎庁舎大会議室 保存期限を経過した雑誌・不要となった本を無料で提供

図書館城崎分館

21-9072

移住者交流会｢河畔のつどい｣
2023年3月12日(日)

11:00∼16:00
江原河畔劇場

移住者と地域の人が交流するイベント。講演会、コミュニケー

ションワークショップ、キッチンカーでの飲食提供など。

環境経済課

21-9096

コウノトリ野鳥観察会
3月12日(日)

13:00∼15:00
豊岡盆地周辺 コウノトリ繁殖巣塔周辺を巡回ガイド

コウノトリ文化館

23-7750

ギャラリートーク｢『岩画』の魅力と漢字のルーツを求めて｣
3月12日(日)

13:30∼15:00
日本・モンゴル民族博物館

モンゴル・内モンゴル・ロシアなど世界各地の岩画を調査して

きた岡本光平氏(書家)が、モンゴルの古代岩画の魅力と現地調

査時のエピソードについて語る。

※定員:30人(事前申込みと入館料が必要)

日本・モンゴル民族博物館

56-1000

豊岡市ものづくりセミナー

『表面処理技術の基礎と応用』

2023年3月13日(月)

13:30∼16:30

豊岡市民会館

４階　講座室

主に企業の技術者向けた技術セミナー。金属の表面処理をテー

マに2件の講義を行う。

環境経済課

21-9024



としょかん映画会

3月17日(金)

10:30∼

3月18日(土)

13:30∼

図書館本館

視聴覚･講演室
｢種まく旅人∼夢のつぎ木∼』(2016年/105分)

図書館本館

23-6151

フランソワ=グザヴィエ・ルイエ＋竹中香子『KIAC温泉奇跡譚』試演会 3月18日(土) [予定] 城崎国際アートセンター

フランスを拠点に活動する、演出家のフランソワ=グザヴィ

エ・ルイエと俳優の竹中香子による協働プロジェクト。温泉地

における｢信仰｣をテーマに、1人の俳優が語る言葉のみで紡が

れるパフォーマンス作品の試演会。

城崎国際アートセンター

32-3888

田んぼの学校
3月19日(日)

9:30∼12:00
コウノトリ文化館周辺 早春のビオトープ観察

コウノトリ文化館

23-7750

豊岡市婚活応援プロジェクト

はーとピー｢マショマロと恋レシピ｣

3月19日(日)

13:30∼16:00
café　AZUR(豊岡市九日市上町1113)

毎月恒例の人気婚活イベント/定員:男女各9人/参加費:2,500円/

参加資格:25∼35歳の独身男女※男性は豊岡市在住または在勤/

申込期間2月24日(金)∼3月12日(日)

健康増進課ハートリーフ推進室

21-9100

豊岡市婚活応援プロジェクト

はーとピーFREE｢シチリアの夜風に吹かれて｣

3月18日(土)

18:30∼20:30
ポルコロッソ(豊岡市中央町10-12)

毎月恒例、若者交流の場

資格:20∼40歳の独身男女

健康増進課ハートリーフ推進室

21-9100

第205回サロンコンサート ３月19日(日)12:30∼ 豊岡市民プラザ　交流サロン 出演:常峰明希･堀智一･稲村有李乃によるサロンコンサート
豊岡市民プラザ

24-3000

手作りみそ作り教室 3月21日(火･祝) 日高町農林水産物加工研修所
しょう油の花房みそソムリエによる手作りみそ教室。添加物の

入らないカダラに優しいみそを手づくりしましょう

道の駅｢神鍋高原｣

45-1331

豊岡ノーマイカーデー 3月24日(金) 市内の路線バス・コバス・イナカー・チクタク

豊岡ノーマイカーデーに合せて、豊岡市内の路線バス・コバ

ス・イナカー・チクタクに1日乗り放題となるチケットを販

売。チケットは1枚500円。

都市整備課

23-1712

でぶ猫ちゃんの読み聞かせ

3月25日(土)

13:00∼

15:00∼

図書館本館

視聴覚･講演室
でぶ猫ちゃんによる読み聞かせ

図書館本館

23-6151

多文化交流サロン
3月25日(土)

13:30∼16:30

WACCU TOYOOKA 学習室A

(アイティ4階)
外国人市民の生活相談や交流事業等を行う

生涯学習課

23-0341



BOOK DIALOGUE Vol.01
3月25日(土)

16:00∼

図書館本館

視聴覚･講演室
ゲストトーク｢希望って何だろう｣

図書館本館

23-6151

豊岡市立高橋小学校閉校式

豊岡市立高橋認定こども園閉園式
3月25日(土) 高橋小学校

高橋小学校が合橋小学校と、高橋認定こども園が合橋認定こど

も園と2023年4月に統合することに伴い、高橋小学校の閉校式

と高橋認定こども園の閉園式を開催する。

教育総務課

23-1117

こども育成課

29-0053

豊岡市立静修小学校閉校式 3月25日(土) 静修小学校
静修小学校が日高小学校と2023年4月に統合することに伴い、

静修小学校の閉校式を開催する。

教育総務課

23-1117

劇団｢演劇FACTORY｣本公演

土の詩∼スワラ・プシン(死んだらあかん)∼

3月25日(土)18:30∼

3月26日(日)14:00∼
豊岡市民プラザ　ほっとステージ

豊岡市民プラザプロデュースの市民劇団｢演劇FACTORY｣によ

る創作と公演。

豊岡市但東町高橋村｢満蒙開拓団｣の史実をもとに、内地から満

洲へ渡った開拓団と国策に散ったその運命を描く。

豊岡市民プラザ

24-3000

植物観察会
3月26日(日)

13:00∼15:00
郷公園内、豊岡盆地周辺 早春の植物を観察

コウノトリ文化館

23-7750

おはなしのへや　おたのしみ会
3月29日(水)

13:30∼
日高分館 ブックトーク・エプロンシアター・工作など

図書館日高分館

21-9060

かに供養
3月31日(金)

11:30∼ 予定

城崎温泉ロープウェイ山頂

(かに塚碑前)

※雨天時には場所を変更する可能性あり

カニシーズンの終了と共に、松葉ガニへの感謝を込めて供養
城崎温泉観光協会

32-3663

【中止】

神鍋高原スキー＆スノボ体験教室
3月上旬∼中旬の日曜日 万場･奥神鍋スキー場

小学生を対象に、レベルに応じたレッスンをお得に開催。全但

バスとのコラボで、スキー場までの送迎やレンタルを手伝うメ

ニューもあり。

日高神鍋観光協会

45-0800

城崎温泉夜桜月間 3月下旬〜４月中旬 木屋町通り
木屋町通りの桜を夜間ライトアップし、幻想的な空間をつくり

だす

城崎温泉観光協会

32-3663

日付未定のイベント



市外局番:0796

行事・イベント名 日時 場所 内容 問合せ先

城崎温泉　夜桜月間 ∼4月中旬
城崎温泉街

(木屋町通り∼城崎温泉ロープウェイ)
大硲川沿いの桜並木が夜になるとライトアップされる。

城崎温泉観光協会

32-3663

ギフチョウ調査
4月2日(日)

13:00∼15:30
郷公園内、豊岡盆地周辺 ギフチョウの生息状況を調査

コウノトリ文化館

23-7750

多文化交流サロン
4月8日(土)

13:30∼16:30

WACCU TOYOOKA(アイティ4階)

学習室A
外国人市民の生活相談や交流事業等を行う

生涯学習課

23-0341

コウノトリ野鳥観察会
4月9日(日)

13:00∼15:30
郷公園内 コウノトリや野鳥を観察、ガイド

コウノトリ文化館

23-7750

春の神鍋高原クリンネス
4月11日(火)

8:30∼
神鍋高原周辺

冬季中のゴミを一掃し、春からのお客様を気持ち良くお迎えす

るために関係団体一丸となってゴミ清掃を行います。

日高神鍋観光協会

45-0800

豊岡ノーマイカーデー
4月12日(水)

4月28日(金)
市内の路線バス・コバス・イナカー・チクタク

豊岡ノーマイカーデーに合せて、豊岡市内の路線バス・コバ

ス・イナカー・チクタクに1日乗り放題となるチケットを販

売。チケットは1枚500円。

都市整備課23-1712

松岡御柱まつり(ばば焼きまつり)
4月14日(金)

18:00∼

日高町松岡

円山川河川敷

雅成親王の妃の伝説に基づいた伝統行事。老婆のわら人形を御

柱松(おとうまつ)にくくりつけて焼き捨てる火祭り

日高神鍋観光協会

45-0800

としょかん映画会

4月14日(金)

10:30∼

4月15日(土)

13:30∼

図書館本館

視聴覚･講演室
『上映作品未定』(〇年/〇分)

図書館本館

23-6151

菓子祭前日祭
4月15日(土)

10:00∼15:30

豊岡駅通商店街

(大開通)

菓子店によるお菓子の販売(実演あり)、お茶席、菓子コンテス

ト等

豊岡商工会議所

22-4456

【2023年4月】

前月から継続中のイベント

開催日が決定しているイベント



第206回サロンコンサート
4月15日(土)

12:30∼

豊岡市民プラザ

交流サロン

｢リストランテ♪Furukawa｣によるアコーディオン＆ウクレレ

コンサート

豊岡市民プラザ

24-3000

春の植物観察会(高校生以上)
4月16日(日)

9:00∼15:30
クリーンパーク北但 生活に役立つ植物(食用、薬用等)を学ぶ

クリ-ンパ-ク北但

21-9110

田んぼの学校
4月16日(日)

9:30∼12:00
コウノトリ文化館周辺 タンポポなどの春の草を観察

コウノトリ文化館

23-7750

そば喰い大会 4月16日(日)
出石庁舎前

芝生広場

出石名物そば喰い大会。出石の特産【皿そば】を何枚食べられ

るかで競い合う。

但馬國出石観光協会

52-4806

神鍋高原春山開き
4月18日(火)

9:30∼
神鍋神社

グリーンシーズン中に神鍋へ訪れる人々の安全と、順調な大会

運営等を祈願し神事を行う。

日高神鍋観光協会

45-0800

多文化交流サロン
4月22日(土)

13:30∼16:30

WACCU TOYOOKA(アイティ4階)

学習室A
外国人市民の生活相談や交流事業等を行う

生涯学習課

23-0341

春の里山を楽しもう！Part1∼山菜の天ぷらを味わおう∼
4月23日(日)

9:00∼13:30
クリーンパーク北但 里山トレッキング、山菜探し、山菜の天ぷら試食等

クリ-ンパ-ク北但

21-9110

植物観察会
4月23日(日)

13:00∼15:30
郷公園内 春の植物を観察、ガイド

コウノトリ文化館

23-7750

出石消防団出初式
4月23日(日)

13:30∼16:00
出石庁舎他 式典(表彰など)、辞令交付、一斉放水、車両パレード

出石振興局地域振興課

21-9025

城崎温泉温泉まつり 4月23日(日)、24日(月) 城崎温泉街
城崎温泉の開祖・道智上人の開山忌に行われ、温泉街にて古典

行列等が行われる。

城崎温泉観光協会

32-3663



館蔵品展シーズン1

｢モンゴル民族衣装『デール』のうつりかわり｣
4月23日(日)∼7月11日(火) 日本・モンゴル民族博物館

館蔵品の中から、古い伝統的な様式の｢デール｣と最近の様式と

の違いを見比べる。また昨年秋に実施したファッションショー

で芸術文化観光専門職大学学生有志が制作した衣装も合わせて

展示する。

日本・モンゴル民族博物館

56-1000

第56回企画展

絢爛　歌舞伎衣裳展(仮)

4月28日(金)

∼6月27日(火)
市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣

かつては娯楽の中心であった歌舞伎。豊岡市は歌舞伎がさかん

に行われた地域で、衣裳をはじめ多数の資料が残されている。

その中から、多くの観客を楽しませた豪華絢爛な衣裳を紹介す

る。

市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣

42-6111

【アートスクール∼劇場を創る舞台技術∼PART2】

舞台技術ビギナー講座

4月29日(土・祝)

10:00∼17:00

豊岡市民プラザ

ほっとステージ
舞台技術の初心者向け講座

豊岡市民プラザ

24-3000

マリーナ・サルミエント＋エリザ・ガリアーノ『iraKKari』成果発表 4月中旬 城崎国際アートセンター

アルゼンチンを拠点に、分野を横断して活動するマリーナ・サ

ルミエントとエリザ・ガリアーノが、水路や自然環境をテーマ

に豊岡周辺地域を徒歩で長距離移動しながらリサーチを実施す

る滞在制作の成果発表。

城崎国際ア-トセンタ-

0796-32-3888

コーンカーン・ルンサワーン『Dance offering』地域交流プログラム 4月下旬 城崎国際アートセンター

伝統と現代をつなぐタイの新世代ダンスアーティストが、タイ

伝統舞踊の儀式性をベースに、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)な

どのデジタルテクノロジーやアニメーションとの協働で生み出

すハイブリッド・パフォーマンスの地域交流プログラム。

城崎国際ア-トセンタ-

0796-32-3888

日付未定のイベント


