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文化芸術創造交流事業文化芸術創造交流事業文化芸術創造交流事業文化芸術創造交流事業    

「「「「    ToyookaToyookaToyookaToyooka    AAAArtrtrtrt    SSSSeasoneasoneasoneason    2012012012017777((((豊岡アートシーズン豊岡アートシーズン豊岡アートシーズン豊岡アートシーズン 2017201720172017))))」を開催」を開催」を開催」を開催    
    

演劇や音楽など多彩なジャンルのプログラムを、Toyooka Art Season 2017（豊岡ア

ートシーズン 2017）と題して、夏、冬の２会期で開催する。 

 

１１１１    事業の事業の事業の事業の概要概要概要概要    

⑴⑴⑴⑴    目的目的目的目的    

ア 文化芸術事業の連携および事業を通じた多様な人材の交流や、質の高い文化芸

術の鑑賞機会を提供、市民参加型の文化芸術事業を展開することにより、市民が

暮らしの豊かさを実感することを目的とする。 

イ 市内外に向けた情報発信を行い、事業の展開を通して「地方は貧しくて、つま

らない」というイメージを払拭し、地方創生の実現を図る。 
 

⑵⑵⑵⑵    文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業創造活用プラットフォーム形成事業創造活用プラットフォーム形成事業創造活用プラットフォーム形成事業（文化庁）（文化庁）（文化庁）（文化庁）の活用の活用の活用の活用 

魅力ある文化芸術を創造し発展させる取組みや、市民参加のワークショップ、舞

台芸術活動の担い手の育成を行う。 

≪参考≫≪参考≫≪参考≫≪参考≫    

 

 

 

 

 

 
 
 

  ※ 全体事業費（予算額） 

44,031 千円〔うち文化芸術振興費補助金 13,828 千円(補助対象経費の 1/2)〕 
 

⑶⑶⑶⑶    2017201720172017 の特徴の特徴の特徴の特徴 

高校生をはじめとする若い世代や子育て世代をより意識した取組みを行う。 

ア 市民参加型事業の拡充 

イ 他の自治体との交流事業の実施 

ウ こども向けの事業の拡充 

エ まちづくりと連携した事業 

 

⑷⑷⑷⑷    名称名称名称名称・ロゴマーク・ロゴマーク・ロゴマーク・ロゴマーク    

「Toyooka Art Season 2017（豊岡アートシーズン 2017）」 

 

 

 

※舞台芸術を中心とした事業のため舞台の幕をイメージ 

 

 

文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 
 

地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組や、芸・産学官連携により持続的な地域経

済の発展や共生社会の実現に向けた取組を牽引する拠点を形成し、専門的人材の育成や

国内外への発信などの取組を関係省庁と連携して支援します。これにより、文化芸術資源を

活用した地方創生、ひいては我が国の経済活性化、一億総活躍社会の実現に資することを

目的とします。 
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⑸⑸⑸⑸    事業期間事業期間事業期間事業期間    

【夏会期】 ６月 27 日（火）～ 10 月１日（日） 

【冬会期】 11 月 ～ 平成 30 年２月（※ 詳細は９月頃お知らせする） 

 

⑹⑹⑹⑹    主要なプログラム主要なプログラム主要なプログラム主要なプログラム（予定）（予定）（予定）（予定）    

アアアア    夏会期夏会期夏会期夏会期    

夏会期は、32 事業を実施する(※ 詳細は、別添パンフレット｢豊岡アートシー

ズン 2017（夏会期）｣を参照)。 

開催日 会 場 事 業 名 担当部署 

５５５５    月月月月    ⑴ 市内小学校 

⑵ 子育てセンター 
おでかけ訪問コンサート(前期) 豊岡市民会館 ～～ ～～     

６６６６    月月月月    

６６６６月月月月    27272727    日日日日    ((((火火火火))))    

市内各所 
子どもたちが豊岡で世界と出会う

音楽祭～おんぷの祭典～ 
生涯学習課 

～～ ～～     

７７７７月月月月    ２２２２    日日日日    ((((日日日日))))    

７７７７月月月月    15151515    日日日日    ((((土土土土))))    ⑴ 出石永楽館 

⑵ 城崎国際アート

センター 

テアトロ･ムジーク･インプロヴィ

ーゾ『うつくしいまち』出石･城崎

公演 

城崎国際アート

センター         17171717    日日日日    ((((月･祝月･祝月･祝月･祝))))    

７７７７月月月月    29292929    日日日日    ((((土土土土))))    出石永楽館 奈義町こども歌舞伎公演 文化振興課 

７７７７月月月月    29292929    日日日日    ((((土土土土))))    長野県上田市 

(上田市交流文化芸

術センターサントミ

ューゼ) 

長野県上田市姉妹都市高校生演劇

交流事業 
豊岡市民プラザ ～～ ～～     

    31313131    日日日日    ((((月月月月))))    

７７７７月月月月    31313131    日日日日    ((((月月月月))))    ⑴ 城崎国際アート

センター 

⑵ 城崎温泉街 

セノグラフィー･フォーラム 

『城崎のまちを再発見！演劇目線

でまち歩き＆作品づくり』 

城崎国際アート

センター ～～ ～～     

８８８８月月月月    ６６６６    日日日日    ((((日日日日))))    

８８８８月月月月    19191919    日日日日    ((((土土土土))))    
豊岡市民プラザ 

演劇プロジェクト･セカンド 

内藤裕敬と関西の俳優たち×市民

演劇 

豊岡市民プラザ 
    20202020    日日日日    ((((日日日日))))    

８８８８月月月月    27272727    日日日日    ((((日日日日))))    豊岡市民プラザ 
豊岡市文化芸術政策シンポジウム

（仮） 
文化振興課 

９９９９月月月月    11111111    日日日日    ((((月月月月))))    ⑴ 城崎温泉街 

⑵ 旅館三木屋、 

⑶ 城崎国際アート

センター 

城崎温泉怪談祭･城崎怪団 城崎振興局 ～～ ～～     

    15151515    日日日日    ((((金金金金))))    

９９９９月月月月    23232323    日日日日    ((((土･祝土･祝土･祝土･祝))))    豊岡市民プラザ とよおかアート縁日 2017 文化振興課 

通年通年通年通年    豊岡市民会館 音楽レクチャー 豊岡市民会館 
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イイイイ    冬会期冬会期冬会期冬会期    

開催日 会 場 事 業 名 担当部署 

10 10 10 10 月月月月    
⑴ 市内小学校 

⑵ 子育てセンター 
おでかけ訪問コンサート(後期) 豊岡市民会館 ～～ ～～     

11 11 11 11 月月月月    

11111111月月月月    11118888    日日日日    ((((土土土土))))    城崎国際アートセ

ンター 

世田谷シルク+テアター･セサム

『ふしぎな影』豊岡公演 

城崎国際アート

センター         11119999    日日日日    ((((日日日日))))    

11111111月月月月    26262626    日日日日    ((((日日日日))))    豊岡市民会館 
市民ふれあいのつどい 

～は～とふるコンサート～ 
生涯学習課 

12121212月月月月    ５５５５    日日日日    ((((火火火火))))    

市内小学校他 青年団『サンタクロース会議』公演 文化振興課 

～～ ～～     

    13131313    日日日日    ((((水水水水))))    

２２２２月月月月    16161616    日日日日    ((((金金金金))))    

豊岡市民プラザ 
アジア国際児童青少年舞台芸術フ

ェスティバル JAPAN 2018 IN 豊岡 
豊岡市民プラザ 

～～ ～～     

    18181818    日日日日    ((((日日日日))))    

通年通年通年通年    豊岡市民会館 音楽レクチャー 豊岡市民会館 

※ この他、豊岡市美術展、永楽館歌舞伎、豊岡全国かな書展などもラインナップ

として予定 

※ 日程などは、変更の可能性あり 

    

２２２２    その他その他その他その他    

詳細は、公式 Webサイト｢豊岡アートシーズン2017｣を参照（公開予定日:５月９日）。 

URL：http://arts-tabi.jp/artseason2017-summer/ 

 

 

 

 

 

 

 

〔問合せ〕地域コミュニティ振興部文化振興課 TEL 0796-23-1160 


