施 設 の イ ベ ン ト
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89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。

４月21日（土）

開演13：00
◇場 所 交流サロン
◇出 演 イノチ崖マサル
◇内 容 アコースティックギ
ター＆ボーカル
◇タイトル 一生懸命が伝わるように
※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してください。

■見てぇなダンス2012
地元で活動しているダンサーによるダンスイベ
ントを開催します。

４月30日（月・休）
開演14：00
（開場13：30）
◇場 所 ほっとステージ
◇出 演 1 0 組〔マカナ
アロ ハ フラ 、
ヒップ
HiP♡ ポップコーン、プルメリア、演劇
ファクトリーzero８、倶楽部103ダンス
ヤ
ス
シ ピーエーエル
部、Yasushi、
P・A・L、モダ・ラティーナ、
ク リ ー ム ダ ン ス
CreamDance、３ＢらびぃJr.田鶴野キッ
ズ〕
◇入場料 無料
（全席自由）
◇一時保育 一時保育を希望の方は、４月20日（金）
までに申し込みください。

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
（月・火曜日休館）

■ひぼこホール開館18周年記念
メモリアルコンサート
出石地域内の７
つの合唱団体によ
るコンサートで
す。ぜひ、お越し
ください。

４月22日（日）
開演18：30
（開場18：00）

◇出演団体

出石カトレアコーラス、出石混声合唱
団、ドルチェフィオーレ、出石少年少
女合唱団、赤とんぼの会、トマトコー
ラス、女声合唱団カモミール
◇入場料 全席自由 500円
◇チケット発売中

但馬国府・国分寺館 （日高町祢布）
にょう

☎42−6111 FAX 42−6112
（水曜日休館）

■特別展「銭−お金の日本史−」
ふ ほんせん

日本最古の銭である｢富本銭」
や江戸時代の大判・小判などか
ら、日本のお金の歴史を振り返
り、お金が社会や経済、文化に及
ぼした影響について考えます。

５月８日（火）まで開催中
◇入館料

■ロックフェスティバル（仮称）実行委員募集！

一般500円（65歳以
上250円）、高校生200円、小・中学生150
円（ココロンカード提示で無料）

豊岡市民プラザ自主事業｢ロックフェスティバル
（仮称）｣の企画と、当日のイベント運営に参加でき
る方を募集します。

日本・モンゴル民族博物館 （但東町中山）

◇開催日 ８月19日（日）
◇場 所 ほっとステージ
◇内 容 第１部｢高校生バンドバトル｣、第２部
「社会人ロックバンドライブ｣で構成す
るロックフェスティバル
◇対 象 高校生以上の方
※高校生は保護者の同意が必要です。
◇募集人数 20人程度
◇申込方法 所定の申込用紙に住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入の上、市民プ
ラザ窓口へ持参、郵送、またはファッ
クスで申し込みください。
◇申込期限 ４月15日（日）必着

■第56回企画展『機と紋紙 』

〜 ドットが描く意匠の世界 〜

☎56−1000 FAX 56−1022
（水曜日休館）
はた

もんがみ

地場産業のちりめんを取り
上げ、中でも、地紋を織り出
す機と紋紙に焦点を当て、糸
づくりから白生地ができるま
で、さらには新しい取り組み
の一端を紹介しています。

５月15日（火）まで開催中
◇入館料

※一時保育は、
原則、１歳半〜就学前の幼児を対象とします。

一般500円（65歳以上250円）、高校・大
学生300円、小・中学生200円（ココロン
カード提示で無料）
広報とよおか

2012.3.25

42

4月の主な行事
APRIL

（18：00～出石城跡、
～30日）
₁（日）出石桜まつり
第５回特別展銭−お金の日本史−

（但馬国府・国分寺館、～５月８日）
第56回企画展
「機と紋紙～ドットが描く意
匠の世界～」
（日本・モンゴル民族博物館、～５月15日）
豊岡市日高消防団初出式
（９：00～日高総合支所前駐車場）
城崎温泉流しびな（10：00～城崎温泉街）
コウノトリ文 化 館 企 画 展「 倉 敷 のコウノトリ
J0006写真展」
（コウノトリ文化館、～21日）
湯の原温泉オートキャンプ場開業
（湯の原温泉オートキャンプ場、日高町羽尻）

₂（月）
₃（火）
₄（水）
₅（木）

平成24年
（市内全域、～30日）
₁₅（日）山火事予防運動
菓子祭例大祭
（９：00～中嶋神社境内）

田んぼの学校（９：30～コウノトリ文化館周辺）
鳥居やすらぎ市民農園春祭り
（10：00～鳥居やすらぎ市民農園）
かん おう え
国府ふれあい観桜会
（11：00～国府ふれあい公園）
出石そば喰い大会
（11：00～出石総合支所前広場）

₁₆（月）
₁₇（火）お花見遠足（10：00～竹野子育てセンター集合）
₁₈（水）なかよし広場（９：30～豊岡市民プラザ）
₁₉（木）
₂₀（金）
₂₁（土）パパと遊ぼうデー（10：30～出石子育てセンター）
₂₂（日）大師山自然公園さくらまつり
（９：00～大師山自然公園）
神鍋高原水仙まつり
（10：00～道の駅｢神鍋高原｣）
ひぼこホール開館18周年記念メモリアルコン
サート
（18：30～出石文化会館ひぼこホール）

₆（金）

城崎温泉まつり（城崎温泉街、～24日）
₇（土）周産期医療シンポジウム
（13：00～豊岡市民プラザ） ₂₃（月）
コウノトリ文化館企画展「2011コウノトリ
神鍋山山焼き
（８：00～神鍋山噴火口など） ₂₄（火）写真コンクール入賞作品展」
₈（日）
デ

ー

パパと遊ぼうＤＡＹ！
（10：30～日高子育てセンター）

₉（月）
₁₀（火）みんなでクッキング
（10：00～竹野子育てセンター）
₁₁（水）
₁₂（木）

（コウノトリ文化館、～５月22日）

₂₅（水）
₂₆（木）
₂₇（金）
₂₈（土）
₂₉（日）昭和の日
神鍋溶岩流健康ノルディックウォーク

（９：00～清滝地区公民館）
清滝溶岩流まつり
（９：30～清滝地区公民館）
国際ソロプチミスト但馬 第14回チャリテ
₁₃（金）
ィーバザー
（10：00～じばさん但馬）
第２回菓子祭前日祭
振替休日
₁₄（土）
（10：00～豊岡駅前商店街） ₃₀（月）見てぇなダンス2012（14：00～豊岡市民プラザ）
平成24年３月１日現在（前月比）

豊岡市の人口

▼ｅ 通勤のため︑
毎朝︑
八条の子ど
もとたちと一緒にバスに揺られて
います︒リュックサックを背負っ
た幼稚園児は︑４月からはランド
セルです︒人の成長を見届けるこ
とを最近うれしく感じます︒応援
しているよピカピカの一年生！ ◯

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
87,998人（−97人） 42,147人（−41人） 45,851人（−56人） 32,438世帯（−23世帯）

