施 設 の イ ベ ン ト
豊岡市民会館 （立野町）

☎23−0255 FAX 24−0952（火曜日休館）

■とよおか・シネマオアシスVOL.6
ほとり
｢小川の辺｣
藤沢周平原作。家族の愛と絆に
心うたれる今話題の最高傑作！

10月22日（土）

上映14：00
（開場13：30）
◇入場料 全席自由 一般1,000円
中学生以下500円
（友の会会員は900円）
※未就学児は入場できません。
◇一時保育 10月14日
（金）
までに申し込みください。
◇チケット発売中

■川井郁子･関西フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会

11月23日（水･祝）

開演14：30
（開場14：00）
◇曲 名 ドヴォルザーク交響曲第９
番｢新世界より｣ほか
◇入場料 指定 3,500円
自由 一般3,000円
自由 高校生以下1,500円（友の会会員は
指定3,200円、
自由 2,700円）当日は500円増
※未就学児は入場できません。
◇一時保育 11月14日
（月）
までに申し込みください。
◇チケット発売中

豊岡市民プラザ（JR豊岡駅前アイティ7階）
☎24−3000 FAX 24−3004（火曜日休館）
〒668-0031 大手町4-5

■第84回サロンコンサート
皆さんに気軽に音楽に親しんでいただくために、
毎月１回程度コンサートを開催しています。

10月９日（日）

開演12：30
◇場 所 交流サロン
◇出 演 アンサンブル豊岡
◇内 容 弦楽器、管楽器の合奏
◇曲 目 小さい秋みつけた、雪、少年時代ほか
◇入場料 無料
※サロンコンサートの出演者を募集しています。
音楽活動の発表の場として利用ください。

出石文化会館ひぼこホール（出石町水 上）
むながい

☎52−6222 FAX 53−2131

■ふれあいの祭典事業：ひょうご演劇祭
モンゴル民話｢スーホーの白い馬｣

10月２日（日）

開演14：00（開場13：30）
◇出 演 劇団 道化座
◇入場料 無料 全席自由
（整理券が必要）
※整理券は、
出石農村環境改善センター
（ひぼこホール
前）
で配布中
（なくなり次第、
受付を終了します）。

■第７回但馬高校演劇祭
高校生の若さあふれる舞台
にご期待ください。

11月３日（木・祝）
開演13：00

◇場 所 ほっとステージ
◇入場料 無料
◇共 催 兵庫県高校演劇
研究会但馬支部

▲平成22年度但馬高校演劇祭
の舞台から

■アートスクールⅡ ｢ストリートダンス入門講座｣

ロッキン･ポッピン･ヒップホップ･ハウスなど、多
彩なスタイルのダンスを地元ダンス活動家が楽しく
伝授！あなたも挑戦してみませんか？
◇日 時 11月５日（土）
・12日（土）19：00〜
◇場 所 リハーサル室
◇講 師 山口喜大さん、山口剛徳さん
◇受講料 無料 ◇定 員 20人
◇申込期間 10月５日（水）から定員に達するまで
※当日参加も可能ですが、できるだけ事前に申し込
みください。

■アートスクールⅡ｢地域文化フォーラム｣
平田オリザ氏の基調講演とパネルディスカッシｮン
｢地方都市の文化創造−未来の世代のために−｣

まちと文化について考えてみませ
んか？ともに生きる人と人の共感と
交流から生まれるまちの文化につい
て。日本の文化界のキーパーソン
と語る地方都市の文化ビジョン。
◇日 時 11月17日
（木）14：00〜
◇場 所 ほっとステージ
ⒸT.Aoki_oriza21
■｢ドラマリーディング体験講座｣参加者募集 ◇内 容 基調講演：平田オリ ▲平田オリザさん
ザ さ ん 、パ ネ ラ ー：
あなたも戯曲
（お芝居の台本）
を読んでみませんか。
篠田信子さん･木村
◇期 間 10月12日〜12月の水曜日（計９回）午後７
光利さん、中貝市長、
時〜９時
コーディネーター：
※12月３日（土）午後２時から「交流サロン」で発表
吉本光宏さん
公演を行います。
◇受講料 無料（整理券が必要）
◇場 所 リハーサル室
撮影：杉全泰
◇定 員 250人
◇対 象 高校生以上の方
▲吉本光宏さん
◇申込期限 定員に達するまで
※高校生は保護者の同意が必要です。
※整理券は、豊岡市民プラザのほかに市民会館、
◇定 員 10人程度
ひぼこホール、図書館本館・但東分館、城崎・竹野・
◇参加費 無料
◇申込期限 10月10日（月・祝）
日高地区公民館で配布しています。
※一時保育は、
原則、１歳半〜就学前の幼児を対象とします。
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10月の主な行事
OCTOBER

平成23年

「戦い―古代の武器・武具―」
₁（土）第24回企画展
₁₇（月）
（但馬国府・国分寺館、～12月６日）
（13：30～じばさん但馬）
第55回企画展「但東とモンゴルとの交流～ ₁₈（火）ものづくりセミナー
シルクが結ぶ25年～」(日本・モンゴル民族
「命の授業」腰塚勇人さ
₁₉（水）青少年健全育成大会
博物館、
～平成24年１月17日)
ん講演会
（19：00～豊岡市民プラザ）
2011マウンテンバイク大会in神鍋高原
（9：00～神鍋高原特設コース、
～2日）
デ ー

AY！
₂（日）パパと遊ぼうD
(10：30～日高子育てセンター)

目の愛護デー講演会（13：00～豊岡市民プラザ）
ひょうご演劇祭モンゴル民話｢スーホーの白
い馬｣
（14：00～出石文化会館ひぼこホール）

₂₀（木）
₂₁（金）
（サツマイモ掘り）
₂₂（土）但東子育てセンター収穫祭
（10：00～但東町相田 サツマイモ畑）
第44回日本女子ソフトボール１部リーグ豊岡大会
（10：30～県立但馬ドーム、～23日）

₃（月）
とよおか・シネマオアシスVOL.６｢小川の辺｣
（14：00～市民会館）
₄（火）
大石りくまつり（豊岡市街地、
～23日）
おまわりさんと一緒に交通安全
台風23号メモリアル事業
₅（水）
(10：30～城崎子育てセンター) ₂₃（日）
（９：30～豊岡小学校グラウンド）
第18回城崎健康福祉まつり
₆（木）
（10：00～城崎健康福祉センター）
₇（金）
子育てまつり
（10：30～城崎健康福祉センター）
とよおか景観フォーラム
パパと遊ぼうデー
₈（土）
（13：30～豊岡市民プラザ）
(10：30～出石子育てセンター)
「子どもの発達と生活リズム」
講演会
₂₄（月）マタニティママ交流広場
₉（日）
（９：30～豊岡市民プラザ）
ほとり

(10：00～、13：30～豊岡市民プラザ)
第84回サロンコンサート
（12：30～豊岡市民プラザ）
体育の日
₁₀（月）とよおかスポーツフェスティバル2011
（９：30～県立但馬ドームなど）

₂₅（火）
₂₆（水）なかよし広場（9：30～豊岡市民プラザ）
（10：30～日高子育てセンター）
₂₇（木）子育てミニ講話
日本・モンゴル民族博物館開館15周年記念

事業｢草原のそよ風｣
₁₁（火）
（18：30～出石文化会館ひぼこホール）
₁₂（水）
₂₈（金）
₁₃（木）
₂₉（土）第６回清潔で明るい町づくり推進大会
（13：30～豊岡市民プラザ）
₁₄（金）加藤美代三画伯白寿記念展
伊藤清永生誕100年記念
第15回伊藤清永子
(９：00～総合体育館、～16日)

₁₅（土）
（８：30～たけのこうえん）
₁₆（日）竹野駅伝競走大会
田んぼの学校（９：30～コウノトリ文化館周辺）
タ

ジ

マ

ド

ー

ム

TAJIMADOMEキッズフェスティバル2011
～秋物語～（10：00～県立但馬ドーム）
平成23年9月１日現在（前月比）

豊岡市の人口

▼今わが家の休日の楽しみは 市｢
内巡り ︒年
｣ の離れた末っ子を連れ︑
のんびり過ごす至福の時︒イベ
ント参加や観光地での買い物︑
特
産品を味わったりと今しかでき
ない時間の共有を満喫していま
す︒
季節の移り変わりにも感謝︒Ⓣ

ひとりごと

（住民基本台帳＋外国人登録総数）
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ども絵画展
（伊藤清永美術館、～11月29日）
伊藤清永生誕100年記念 画家のアトリエ展
（伊藤清永美術館、～平成24年２月26日）

₃₀（日）
₃₁（月）

合 計
男 性
女 性
世帯数
88,345人（－52人） 42,311人（－15人） 46,034人（－37人） 32,476世帯（－1世帯）

