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豊岡市

かにまつりかにまつり第17回とよおか・津井山港井山港

今年は２月２４日（日）開催です。但馬の観光もご一緒にどうぞ！

今年もやります、毎年大盛況のかにイベント「とよおか・津居山港かにまつり」。兵庫県豊岡市
津居山港で開催されるこのイベントは、冬の味覚の王者「津居山かに」の漁期の無事終了を祝うと
ともに、海産物特価奉仕や趣向を凝らしたイベントを開催し、北近畿の冬のなごりを楽しんでもら
うことを目的に開催されます。見て、食べて、体験して、まさに「かに三昧」の一日です。

来場者には、かに雑炊や甲羅酒が無料で振る舞われ、屋形舟無料試乗会も実施されます。「素人
新鮮うまいもの競り市」では、競りに参加して新鮮な海産物を破格値で競り落とすことも可能です
し、１回２００円の「津居山かに大抽選会」では特賞として本物の津居山かにが用意されています。
また、「立ち食い屋台コーナー」や「物販コーナー」ではとれとれの海の幸を特価で奉仕しており
ます。新鮮なかにや海産物を存分に楽しんでいただけるイベントとなっております。

津居山港が位置する但馬地方（兵庫県北部）は、城崎温泉やコウノトリをはじめとする多くの観
光資源にも恵まれており、グルメと観光がコンパクトにまとまっております。冬の終わりの週末を
但馬で過ごされてはいかがですか。

☆但馬の魅力☆
観光スポット：城崎温泉（外湯めぐり）、城崎マリンワールド、玄武洞公園、

コウノトリの郷公園、植村直己冒険館、出石城下街（城跡、辰鼓桜）、
日本モンゴル民族博物館

グルメ ：かに、海産物、但馬牛、出石そば、郷土料理、地酒、地ビール
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【舞鶴市発】

ようこそ豪華客船「飛鳥ようこそ豪華客船「飛鳥ⅡⅡ」」

舞鶴市会員だより

平成１９年９月８日（土）、９月１２日
（水）の両日、日本最大級の豪華クルーズ客
船「飛鳥Ⅱ」が、舞鶴西港に寄航しました。

９月８日（土）は、山形県の旅行会社によ
るチャータークルーズで約７００名の乗客を
乗せて寄港。台風９号の影響で予定より１時
間程度遅れ午前９時半に接岸、齋藤彰舞鶴市
長の歓迎挨拶や宮津市の「ウインドオーケス
トラ与謝」によるバンド演奏など歓迎セレモ
ニーが行われ、クイーンまいづる・プリンセ
ス天橋立から船長へ花束贈呈が行われました。

午後からは事前申し込みにより２，０００
人を超える応募者の中から選ばれた府民約１
５０人が船内見学を楽しみました。

乗客らは各グループに分かれ、市内見学や
京都市、京都府北部などへのオプショナルツ
アーに向かいました。

また、９月１２日には、北海道室蘭市室蘭
信用金庫９０周年事業の一環として、約７０
０名の乗客を乗せて再び寄港。舞鶴市の女性
和太鼓グループ「クレインズ舞太鼓」による
和太鼓演奏やクイーンまいづるから花束贈呈
など歓迎セレモニーが行われました。

「クレインズ舞太鼓」による和太鼓演奏クイーンまいづる・プリンセス天橋立
による花束贈呈

齋藤舞鶴市長による船長出迎え

入港時の様子

－ 舞鶴港に初入港！ 歓迎セレモニーも実施 －
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【新温泉町発】

「浜坂みなとカニ祭り」開催「浜坂みなとカニ祭り」開催

新温泉町会員だより

平成１９年１１月６日、山陰の冬の味覚「松葉カニ」が解禁となりました。新温泉町
では年中いろいろな魚介類が豊富に水揚げされますが、中でも「松葉カニ」は山陰の名
産として地元はもちろん京阪神のグルメの間でも有名です。

新温泉町では、「浜坂みなとカニ祭り」が第２０回目を迎えましたので、内容をより
充実させて開催し、多くの人々に当地へおいでいただきました。来場者には、無料でカ
ニ汁が2,000食振る舞われたほか、立食コーナーには工夫を凝らした「カニうどん」
「カニ飯」や「茹でカニ」「カニ味噌」などの料理に長蛇の列ができ、旬を迎えた「浜
坂カニ」の本場の味を楽しんでいただきました。

会場内は毎回家族連れなど多くの来場者でにぎわい、旬の味覚を堪能していただくと
ともに、ゲーム、郷土芸能、小学生による踊り、餅まきなど、各種イベントも楽しんで
いただいています。

また、海産・農産物販売コーナーも、お祭り価格でお買い物いただくことができ、人
気を集めています。

そのほか会場内には、地元「七釜温泉」の出張足湯コーナーも設けられ、来場者が足
をつけて体を温め温泉気分を体験することができ好評でした。

宿泊の方はもちろん、京阪神から日帰りでも十分に来られる時間で企画していますの
で、ぜひ一度おこしください。

多くのお客さんでにぎわう会場 カニの釜茹で

カニ釣り大会 カニ販売コーナー カニ汁サービス 足湯コーナー

－ 様々なイベントを開催し、会場は大にぎわい －
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イベントスケジュール 近畿ブロック内で、これから行われるイベントの一覧表です。

【編集・問合わせ先】
日本海にぎわい・交流海道ネットワーク事務局
近畿地方整備局 港湾空港部 港湾空港振興室

TEL：078-391-3102 FAX：078-325-8288

0796-36-1962総務部企画課無
海上花火大会、たらいこぎ大会、フリーマーケット
等

香住湾一帯７月下旬
香住

ふるさとまつり

0796-36-1962総務部企画課無水産物販売、ビンゴ大会他香住 柴山漁港３月上旬かに感謝祭
香美町

0796-92-1131
0796-82-3111

振興課
商工観光課

無
造形物コンテスト、アトラクション、大声コンテス
ト、立食コーナー、特産等販売

牧場公園９月第４日曜日
第15回但馬

“牛祭り”

0796-92-1131
0796-82-3111

振興課
商工観光課

参加費
必要

参加者が「おに」になり「隠れ人」を探す参加型交
流イベント （事前申込必要）

湯村温泉街６月第２日曜日
第9回全日本

かくれんぼ大会

0796-82-4512実行委員会事務局
参加費
必要

ﾊｰﾌ、10km、5km、3kmｺｰｽ（賞品、参加賞：事前申込
必要）

浜坂北小学校
グランド

５月
第22回麒麟獅子
マラソン大会

0796-82-3111社会教育課
参加費
必要

ビーチサッカー（事前申込必要）
浜坂県民
サンビーチ

8月or9月ビーチサッカー

0796-82-3111社会教育課
参加費
必要

ビーチバレー（事前申込必要）
浜坂県民
サンビーチ

7月or8月ビーチバレー

0796-82-4580浜坂観光協会無打上花火、各種露店
浜坂県民
サンビーチ

7月中旬
浜坂ふるさと

夏まつり花火大会

0796-82-4580浜坂観光協会無
ゲーム、アトラクション、郷土芸能、海産・農産・
特産の直販等

浜坂漁港
セリ市場

11月中旬
第21回浜坂みなと

カニ祭り

0796-82-4580浜坂観光協会無
ゲーム、アトラクション、郷土芸能、海産・農産・
特産の直販等

浜坂漁港セリ市
場又は浜坂県民

サンビーチ
調整中浜坂海岸漁火屋台

0796-82-4580浜坂観光協会無
アトラクション、郷土芸能、試食、海産・農産・特
産の直販等

浜坂漁港
セリ市場

４月上旬
第10回浜坂みなと
ホタルイカ祭り

新温泉町

0796-22-8111

とよおか津居山港
かにまつり
実行委員会

(豊岡観光協会内)

無

・平家水軍太鼓の演奏
・素人うまいもの競り市
・円山川下り屋形船の無料乗船会（先着180名様）
・津居山かに大抽選会
・かに雑炊の無料サービス（先着800名様）等

津居山港
2月24日（日）
8:30～14:00

第17回とよおか
津居山港
かにまつり

豊岡市

0773-66－1024舞鶴観光協会無

約３００年前、クラゲが大発生し漁ができなくなり、
海神様の怒りを静めるために始まったと伝わり、魚
型の万灯籠に神火を点火し川の中に立てて回転させ
る勇壮な火祭りです。

伊佐津川河口
大和橋周辺
（西地区）

8月16日(土)
（19：30頃～）

吉原の万灯籠
（まんとうろう）

0773-66－1024舞鶴観光協会無
海橋寺に祭られた施餓鬼法要の旗やお供物、家々の
門に設けられたお供物が、子供たちの手で精霊船に
積み込まれ沖へ流されます。

小橋8月15日(金)小橋の精霊船

0773-66－1024舞鶴観光協会無
４００年以上昔の大蛇退治伝説と共に伝わり、高さ
１６メートルの大松明に火のついた松明を投げ入れ
て点火する勇壮な火祭りです。

雨引神社
（西地区城屋）

8月14日(木)
（22：00頃～）

城屋の揚松明
（あげたいまつ）

0773-63－3236
http://www.dance
.ne.jp/~machifes

/

まち遊び
フェスティバル

実行委員会事務局
無

企画から運営まで全て若者たちの手によって行われ、
毎年フリーマーケットやナイトステージなど多彩な
企画が繰り広げられます。

前島みなと
公園周辺

(舞鶴東港地区)
8月中旬

まち遊び
フェスティバル

0773-62－6940
http://www.redbr

ick.jp/

舞鶴赤煉瓦ジャズ祭
実行委員会

未定
赤煉瓦倉庫群特設ステージを舞台に繰り広げられる
夏の夜のジャズコンサート。国内外から一流の
ミュージシャンを迎えます。

赤れんが倉庫群
（市役所隣）

8月中旬
赤煉瓦サマー・
ジャズin舞鶴

0773-62－4600
みなと舞鶴

ちゃったまつり
実行委員会

無
舞鶴地方の方言「ちゃった」から名付けられたまつ
り。舞鶴音頭にあわせて踊る民踊流し、花火大会な
どが行われます。

舞鶴市内7月下旬
みなと舞鶴

ちゃったまつり

0773-66－1024舞鶴観光協会無
安寿姫塚の慰霊祭にあわせて、キャンドルイルミ
ネーションを実施

下東
（西地区）

7月中旬
安寿姫塚キャンドル
イルミネーション

0773-66－1024舞鶴観光協会無
神崎・竜宮浜・野原の３海水浴場で海開きが行われ
ます。

各海水浴場7月上旬海開き

0773-68－1187
（社）舞鶴市花と

緑の公社
無

５万株のアジサイが見事な花を咲きそろえます。期
間中、アジサイの販売が行われます。

舞鶴自然文化園
6月下旬～

7月上旬※予定
舞鶴自然文化園
アジサイ展

0773-66－1024舞鶴観光協会無

若狭湾に浮かぶ冠島はオオミズナギドリの繁殖地と
して天然記念物に指定されているため上陸が禁止さ
れていますが、島の老人嶋神社は漁民の信仰が厚く、
年に一度参拝のため上陸が許されています。

冠島
（舞鶴市沖合）

6月1日（日）雄島まいり

0773-75－0933
まいづる田辺城
まつり実行委員会

無
城下町の歴史と文化にスポットを当てた祭です。武
者行列、芸屋台、伝統芸能など繰り広げられます。

舞鶴公園
（西地区）

5月下旬※予定
まいづる田辺城

まつり

0773-62－1422
舞鶴つつじまつり

協賛会
無

東舞鶴公園の２万５千本のつつじが咲きそろい、５
月４日各種イベントが開催されます。

東舞鶴公園4月下旬～5月上旬舞鶴つつじまつり

0773-66－1024舞鶴観光協会無
吉田の瑠璃寺にあるしだれ桜のライトアップとキャ
ンドルイルミネーション

吉田 瑠璃寺4月上旬
吉田キャンドル
イルミネーション

0773-62-1068共楽公園花祭協賛会無舞鶴の桜の名所で小山全体を桜が埋め尽くします。共楽公園3月下旬～4月中旬共楽公園花祭り

0773-66－1024舞鶴観光協会無
ボンボリ、土曜日夜には歩行者天国になり、夜桜見
学ができます。

与保呂川沿い
3月下旬～
4月中旬

与保呂川沿い
桜祭り

0773-75－0933舞鶴商工振興会無ボンボリ点灯舞鶴公園3月下旬～4月上旬舞鶴公園花祭り

0773-68-1187
（社）舞鶴市花と

緑の公社
無

1,500種30,000本の世界各国のツバキを展示する日本
有数のつばき展です。切花・鉢花の展示、苗木等の
販売も行います。

舞鶴自然文化園
3月15（土）～
4月13日（日）※予定

舞鶴自然文化園
つばき展

舞鶴市
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