施 設 の イ ベ ン ト
市民会館

☎23−0255 FAX 24−0952（火曜日休館)

■米村でんじろう先生のおもしろサイエンスショー

でんじろう先生のあっと驚く不思議実験！間近で見てみ
ませんか。
どんな実験が飛び出すかは見てのお楽しみ！

６月20日（土）

開演13：30（開場13：00）
◇入場料 指定席2,500円
自由席 大人2,000円
中学生以下1,300円
※中学生以下のきょうだ
い２人目以降500円
◇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
メールアドレスplaza@city.toyooka.lg.jp

■−市民プラザ開館５周年記念−
第58回サロンコンサートスペシャル

市民プラザ開館５周年を記念して、
サロンコンサートの
スペシャル版をお送りします。気軽にお立ち寄りください。

５月23日（土） 開演19：30
◇場 所 交流サロン
◇出 演 フリーサウンドオーケス
トラ、テリーズほか
◇内 容 生バンドvsボーカルによ
る昭和ポップス
◇入場料 無料

■プラザ開館５周年記念メモリアル写真展

市民プラザ開館５周年を記念して、５年間の市民
プラザ自主事業の写真を約100点を展示します。コン
サートや演劇など、市民プラザの活
動の様子をぜひ、ご覧ください。

５月２日（土）〜31日（日）

◇場

所 交流サロン

■見てぇなダンス2009

地元で活動しているダンサーたちによるダンスイベン
トを開催します。ジャズ・ヒップホップ・フラ・バレエな
どさまざまなジャンルのダンスが集まりました。

５月17日（日） 開演14：30（開場14：00）
◇場 所 ほっとステージ
◇出 演 15組 ◇入場料 無料
◇託 児 託児（１歳半〜就学未満）を希望の方は、
５月７日（木）までに申し込みください。

出石文化会館ひぼこホール

☎52−6222 FAX 53−2131（月・火曜日休館)
まぶた

■中野勘太郎一座「瞼の母」

幼いころに生き別れた母を捜し、一人旅を行く忠
太郎。旅路の果てに忠太郎を待っていた母と子の絆
を、涙と感動で描く本格人情時代劇の傑作です。

７月12日（日）

２回公演
昼の部 開演13：00（開場12：30）
夜の部 開演18：30（開場18：00）
◇入 場 料 全席指定 Ａ席1,500円、Ｂ席1,000円、
桟敷席2,400円（当日券は各500円増）
◇チケット発売日 友の会 ５月10日（日）
一 般 ５月20日（水）

■加橋かつみ・真木ひでと＆

ジーエス フ ェ ス テ ィ バ ル

ザ・マイティマウス G S Festival

1960〜70年代の古き良き時代のＧＳサウンドに青
春の思い出を振り返りながら、共に歌い騒いで楽し
んでみませんか。

８月１日（土）

開演18：30（開場18：00）
全席指定 Ａ席3,000円、Ｂ席2,500円、
桟敷席4,800円（当日券は各500円増）
◇チケット発売日 友の会 ５月24日（日）
一 般 ６月３日（水）
◇入 場 料

■｢第６回高校生バンド☆バトル｣出場者募集

◇開催日時 ８月22日（土）13:30〜
◇場
所 ほっとステージ
◇資
格 高校バンド（ソロ、グ
ループ、ジャンルを問
いません）
※代表者の保護者の同意が必要です。
◇申込方法 カセットテープ、ＭＤなどに得意な曲
１曲（オリジナル、コピーを問わない）
を録音し、市民プラザにある所定の応
募用紙に必要事項を記入の上、持参ま
たは郵送ください。
◇応募期間 ６月１日（月）〜７月１日（水）必着
◇審査方法 応募のカセットなどにより一次選考を
行い、バンド☆バトル出場５団体を選
びます。その後、８月22日（土）の最終選
考で最優秀バンドを決定します。
※最優秀バンドには、
「オリジナルチャ
ンピオンＴシャツ」と12月27日（日）
リハーサル室でのライブ開催権をプ
レゼントします。

■ロックフェスティバル実行委員募集

豊岡市民プラザ自主事業「ロックフェスティバル」
の企画・制作、運営に積極的に参加できる方を募集
します。
戯曲
（お芝居の台本）を読んでみませんか。
◇開 催 日 10月25日（日）
◇講座期間 ６月〜８月
（主として水曜日）
14：00〜16：00
◇場
所 ほっとステージ
※８月に「交流サロン」で発表公演を行 ◇内
容 ロックフェスティバル
います。
◇募集人員 10人程度
◇場
所 リハーサル室 ◇受講料 無料
◇資
格 高校生以上の方（高校
◇募集人員 10人程度
◇資格 50歳以上の方
生は保護者の同意が必要）
◇申込方法 所定の応募用紙またははがきに住所、 ◇申込方法 所定の応募用紙またははがきに住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、動機を
氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、
記入の上、持参、郵送、ファックスま
持参、郵送またはファックスで申し込
たはメールで申し込みください。
みください。
◇申込期限 ５月31日（日）必着
◇申込期限 ５月31日（日）必着

■50歳からのドラマリーディング体験講座
読みしばい｢ゆうゆうクラス｣参加者募集
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5月の主な行事
MAY

₁（金）第16回企画展「古代陶芸の粋

す

え

き

須恵器」展
（9：00～但馬国府・国分寺館、
～7月7日）
第44回企画展写真展「カザフの土地と暮らし」
（9：30～日本・モンゴル民族博物館、
～6月30日）
₂（土）市民プラザ開館５周年記念メモリアル写真
展
（9：00～豊岡市民プラザ、
～31日）
笑いと健康講演会（14：30～じばさん但馬）
₃（日）憲法記念日
第23回北前まつり
（9：30～竹野浜海水浴場）
おおいくべひょうす

大生部兵主神社春の大祭
（14：00～但東町薬王寺）
しょうぶ湯まつり
（城崎温泉外湯、
～5日）
神鍋ジュニアサッカースプリングカーニバル
（県立但馬ドームほか、
～5日）

₄（月）みどりの日

₅（火）こどもの日
幟まわし（13：00～出石神社）

振替休日
₆（水）ライ
トアップ記念ジャズコンサートin薬師堂

（19：30～城崎町温泉寺）

₇（木）
₈（金）
₉（土）
国際ソロプチミスト但馬第6回ユース・フォーラ
₁₀（日）ム2009
（13：00～豊岡市民プラザ）

パパとあそぼうデー
（10：30～日高子育てセンター）

₁₁（月）第88回水道まつり（10：30～寿公園ほか）
₁₂（火）
₁₃（水）
₁₄（木）絵本の読み聞かせの会
（10：30～日高子育てセンター）
₁₅（金）
・ウォーク
₁₆（土）５時間耐久ジョギング
（8：00～植村直己記念スポーツ公園）
₁₇（日）見てぇなダンス2009
（14：30～豊岡市民プラザ）

合 計 89,762人 （−299人）
男 性 42,946人 （−185人）
女 性 46,816人 （−114人）
世帯数 31,936世帯（−13世帯）
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手作りおもちゃ
（10：00～出石子育てセンター）
豊岡市「生きもの共生の日」
₂₀（水）わらべうた＆おりがみ遊び
（10：00～出石子育てセンター）
さつまいも苗植え
（10：00～但東子育てセンター）
遊ぼう会
（10：30～城崎子育てセンター）
₂₁（木）甲種防火管理者新規講習
（9：00～豊岡市消防本部、～22日）
なかよしひろば
（9：30～豊岡市民プラザ）

₂₂（金）
豊岡市震災総合防災訓練
₂₃（土）（9
：30～旧竹野中学校跡地およびその周辺）
市民プラザ開館５周年記念第58回サロンコ
ンサートスペシャル（19：30～豊岡市民プラザ）
（9：30～田結漁港）
₂₄（日）第10回田結わかめ祭り
第14回奈佐森林公園まつり
（9：00～奈佐森林公園）

₂₅（月）おやこふれあいたいむ
（10：30～子育て総合センター）
₂₆（火）
₂₇（水）
₂₈（木）絵本の読み聞かせ
（10：30～城崎子育てセンター）
子育てミニ講話
（10：30～日高子育てセンター）
第８回豊岡オープンガーデンショー
₂₉（金）
（～6月2日）
母親交流会（10：30～城崎子育てセンター）
「明石レッドソルジャーズVS神
₃₀（土）関西独立リーグ
戸９クルーズ」
（13：00～コウノトリスタジアム）
₃₁（日）コウノトリに出遭える歴史の道ウォーキング
（9：00～ハチゴロウの戸島湿地ほか）
指定管理記念「参画と協働フォーラム」
（13：30～日高文化体育館）
スポーツ講演会・水泳教室
（9：30～竹野B&G海洋センター）
ＴＡＪ
ＩＭＡＤＯＭＥフェスティバル2009
（10：00～県立但馬ドーム）

ひとりごと

豊岡市の人口

（住民基本台帳＋外国人登録総数）

₁₈（月）自然と遊ぼう（10：30～いずし古代学習館）
₁₉（火）わいわいコーラス
（10：00～竹野子育てセンター）

▼市役所の組織改革で︑広報担当
係には︑交流︑参画と協働の仕事
が加わり︑職員も増えました︒増
えた仕事は全員でこなし︑広報紙
づくりもみんなで頑張ります︒ Ⓘ１
▼広報担当者が増え︑職場も紙面
もにぎやかになりました︒その代
わりに︵おかげで？︶ ひ
｢ とりご
と 欄
｣ の記載スペースが減り︑私
の悩みの種も少し減りました︒Ⓓ
▼この ４月から広報担当となりま
した︒早速︑市長室での写真撮影
を任されました︒初めて手にした
一眼レフの重さと同時に︑責任の
重さも実感した一瞬でした︒ Ⓘ２
▼新たな職場で右往左往している
毎日︒一面の紙面構成にも四苦八
苦︑取材は楽しくやろうと思う
が︑記事のまとめに一苦労︒
﹁弘法
は筆を選ばず﹂とは程遠く⁝︒Ⓚ
▼ゴールデンウィーク︒帰省など
で市内はにぎわいます︒どこに親
戚を案内しようかな︒戸島湿地︑
木屋町小路︑
永楽館︑たんたん温泉
⁝新しい見所がいっぱいです︒Ⓨ
▼４月から新しくメンバーの一員
になり︑早々に初取材も体験しま
した︒緊張すると思ってました
が︑これが意外︵？︶にも楽しめ
ます︒少し得した気分です︒ Ⓜ

平成21年４月１日現在（前月比）

平成21年

