施 設 の イ ベ ン ト
豊岡市民会館 （立野町）

伊藤清永美術館 （出石町内町）

☎23−0255 FAX 24−0952（火曜日休館）

☎52−5456 FAX 53−2088（水曜日休館）

■川井郁子･関西フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会

■伊藤清永生誕100年記念
画家のアトリエ展

11月23日（水･祝）

伊藤清永の代表作ともいえ
る愛知学院大学所蔵の壁画
しゃく そん でん よん ぶ さく
『 釈 尊 伝 四 部 作 』を 再 現 し ま
す。また、伊藤が最後に描い
た『ばら』の初公開と併せて、
制作に使われた椅子や画材の
ほか、伊藤芸術が生まれた空
間を紹介します。

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）
10月29日（土）〜平成24年２月26日（日）
当日は500円増
◇１階展示室（第一〜三期）
※未就学児は入場できません。
【第一期
10月29日（土）〜11月29日（火）】
◇一時保育 11月14日
（月）
までに申し込みください。
｢第15回伊藤清永賞子ども絵画展｣
◇チケット発売中
【第二期 12月１日（木）〜12月６日（火）】
｢水彩画教室｣＆｢パステル画教室｣発表展
■とよおか・シネマオアシス VOL.7
【第三期 12月８日（木）〜２月26日（日）】
｢カーズ ２｣
伊藤清永の最晩年作品展示
“クルマの世界”を舞台に、史上最大のスケールと
◇開館時間 午前９時30分〜午後５時（入館は午後
なる多彩なキャラクターで贈る、
アク
４時 30分まで）
ション・アドベンチャーです。
◇入館料 一般500円、65歳以上・身障者250円、
家族おそろいでお越しください。
高校･大学生300円、小･中学生100円
12月23日（金・祝）
（ココロンカード利用者は無料）
上映14：00
（開場13：30）
※第一期と第三期は入館料が異なりますので、問い
合わせください。
◇入場料 全席自由 一般1,000円
（友の会会員は900円）
■ミュージアムトーク
中学生以下500円
当館学芸員が見どころを説明します。
◇チケット発売中
①11月６日（日）14：00〜
②12月25日（日）14：00〜
③平成24年１月８日（日）14：00〜
豊岡市民プラザ（JR豊岡駅前アイティ7階）
④平成24年２月12日（日）14：00〜
☎24−3000 FAX 24−3004（火曜日休館）
〒668-0031

大手町4-5

■第８回ミュージック
ア・ラ・カルト
とも
〜みんなで心に灯そう希望の光〜
市民プラザ交流サロンで
毎月開催している｢サロン
コンサート｣の出演者によ
るステージです。

12月24日（土）

開演19：00
（開場18：30）
◇場 所 ほっとステージ
◇出 演 太田博章、チェリーブラッサム、ミィコ、
フリーサウンドオーケストラピックア
ップメンバー
◇入場料 全席自由 一般500円、ペア800円､
高校生以下無料
◇一時保育 12月14日（水）までに申し込みください。
◇チケット発売中
※チケットは、豊岡市民プラザのほかに市民会館､
図書館本館､但東分館、城崎･竹野･日高地区公民
館、
ひぼこホールでも購入できます。

■アートスクールⅡ 舞台技術プログラム
演劇音響の実習 受講生募集
日本の現代演劇音響の第一線で活躍中の音響家に
よる演劇音響の講座です。
◇日

時 11月25日（金）19：00〜
11月26日（土）10：00〜
◇場 所 ほっとステージ
◇対 象 高校生以上
（高校生は保護者の同意が必要）
◇講 師 藤田赤目さん
（日本舞台音響家協会理事）
◇受講料 1,000円
◇定 員 20人
◇申込期間 定員に達するまで

■サロン de ダンス

交流サロンで行うダンスイベントです。ストリー
ト･ジャズ･ヒップホップなど、多彩なダンスを間近
でお楽しみください。

11月26日（土）

開演17：00
◇場 所 交流サロン
◇入場料 無料

※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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11月の主な行事

平成23年

NOVEMBER

「戦い―古代の武器・武具―」
₁（火）第24回企画展
₁₄（月）元気ingピック（10：00～総合体育館）
（但馬国府・国分寺館、～12月６日）
げ ん き ん

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）
第55回企画展「但東とモンゴルとの交流～シルクが結ぶ25
年～」
（日本・モンゴル民族博物館、～平成24年１月17日）
出石文化祭（出石農村環境改善センター、～４日）
₂（水）豊岡市美術展（総合体育館、～６日）
₃（木）文化の日
神鍋高原ジオウォーク（８：30～道の駅「神鍋高原」）
出石お城まつり（９：00～出石城跡周辺）
神鍋高原マロニエまつり（10：00～道の駅「神鍋高原」）
赤花そばまつり
（10：00～赤花そばの郷、但東町）
第７回但馬高校演劇祭（13：00～豊岡市民プラザ）
（11：00～出石永楽館、～９日）
₄（金）永楽館大歌舞伎
豊岡北地区 暴力追放・防犯・交通安全大会
（13：30～城崎大会議館）
第13回全日本身体障害者野球選手権大会
₅（土）
（９：00～県立但馬ドーム、
～６日）
豊岡南地区 暴力追放・防犯・交通安全大会
（13：00～出石文化会館ひぼこホール）
市民プラザ アートスクールⅡ｢ストリートダ
ンス入門講座｣（19：00～豊岡市民プラザ）
（９：00～竹野南森林公園）
₆（日）竹野南里山の会クイズラリー大会
消防フェア2011
（
10：00～コープデイズ豊岡）
デ ー
パパと遊ぼうDAY！
（10：30～日高子育てセンター）

コンテンポラリーダンス・ワークショップ｢トリプルプ
ログラム2011｣（19：00～豊岡市民プラザ、
～15日）
たじま消費者のつどい
（10：30～但馬文教府）
₁₅（火）
（９：30～豊岡市民プラザ）
₁₆（水）なかよし広場
軽量粘土教室（10：00～但東子育てセンター）
わらべうた＆製作(10：30～出石子育てセンター)
アートスクールⅡ｢地域文化
₁₇（木）市民プラザ
フォーラム｣(14：00～豊岡市民プラザ)
₁₈（金）図書館ふれあい交流会（14：00～図書館本館）
₁₉（土）仲田光成記念第11回豊岡全国かな書展
（９：00～総合体育館、～21日）
竹野カニカニカーニバル（９：00～竹野北前館駐車場）
₂₀（日）田んぼの学校（９：30～コウノトリ文化館周辺）

₂₁（月）
₂₂（火）
₂₃（水）勤労感謝の日
第25回キューピットマラソン（９：00～竹野中央公園）

かに王国開国式
（11：00～JR城崎温泉駅前）
川井郁子＆関西フィルハーモニー管弦楽団
演奏会
（14：30～市民会館）
子育てミニ講話＆母親交流
₂₄（木）
（10：30～日高子育てセンター）
三世代交流会
（10：00～竹野地区公民館）
₇（月）
₂₅（金）母親交流会（10：30～城崎子育てセンター）
₈（火）
市民プラザ アートスクールⅡ｢演劇音響の実習｣
ミュージカル「アテルイ」
（19：00～、26日10：00～豊岡市民プラザ）
₉（水）劇団わらび座公演
（18：30～日高文化体育館）
（９：30～市民会館）
け い こ
ばんけい
₂₆（土）豊岡市文化教室作品展
中央公民館市民総合講座｢新エネルギー発見教室｣
₁₀（木）コウノトリ文化館企画展『KeiKO＊萬桂｢月のゆ
りかご｣』
（９：00～コウノトリ文化館、
～30日）
（13：00～城崎地区公民館・豊岡市エコハウス）
はに わ
豊岡市戦没者追悼式（10：00～市民会館）
講座｢埴輪に見る古墳時代の戦い｣
（13：30～但馬国府・国分寺館）
₁₁（金）
ド
サロンdeダンス
（17：00～豊岡市民プラザ）
防火ポスター展（10：00～アイティ、～13日）
₁₂（土）コウノトリ翔る但馬まるごと感動市（10：00～
中央公民館市民総合講座
₂₇（日）を訪ねて」～歴史探訪～ 「出石焼のルーツ
県立但馬ドーム、
～13日）
パパと遊ぼうデー（10：30～出石子育てセンター）
（９：00～出石町福住など）
市民プラザ アートスクールⅡ｢ストリートダン
₂₈（月）
ス入門講座｣（19：00～豊岡市民プラザ）
（８：30～湯の原温泉オートキャンプ場） ₂₉（火）
₁₃（日）阿瀬渓谷紅葉ウォーク
阿瀬渓谷紅葉まつり（9：00～阿瀬渓谷）
殿さんそば新そばまつり（10：00～殿さんそば、
日高町） ₃₀（水）
平成23年10月１日現在（前月比）

豊岡市の人口

▼秋といえば運動会︒某人気アニ
メに 体は子ども︑
頭脳は大人 と｣
｢
いったせりふがありますが︑体
｢
は 運 動 不 足 な 大 人︑頭 脳 は 格 好
付けな子 ども の｣私は︑常に全力
疾走︒しかし︑
近年︑
体が付いてき
ていない気が⁝過信は禁物か ◯

ひとりごと

（住民基本台帳＋外国人登録総数）
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合 計
男 性
女 性
世帯数
88,323人（−22人） 42,285人（−26人） 46,038人（＋4人） 32,489世帯（＋13世帯）

