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るマガジンです。
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みんなで、話そう。
みんなで巡る、トリエンナーレ
思いをつたえるのって難しい。
そんな思いに突き動かされ、TAP 編集部

森は個人的出張トリエンナーレツアー「つたえる ･ 共有する」を決行しました。みんな

の思いに寄り添いながら、地域と作品と人とを繋げたい。そんなツアーの様子を少しだけご紹介します。
一人で巡るもいいけれど、こんな世の中だからこそ

みんなで巡るトリエンナーレ。

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》

アンナ・ヴィット《未来を開封する》2019

2019

豊田市民ギャラリー

豊田市美術館

鑑賞者 A：ロシア出身の女の子

鑑賞者 B：作品制作に参加した方

この展示室のインスタ

改めて作品を見てどうでした？

レーションの組み合わ

(B さんは映像作品に

せは何を表現している

出演しています )

※本稿は全て個人の意見・感想であり、公式の見解ではありません。

高嶺

格《反歌：見上げたる 空を悲しもその色に 染ま

り果てにき 我ならぬまで》2019
旧豊田東高等学校
鑑賞者C・D

建築関係のお仕事の方々

C: 台風の日に来るとアガる ( 笑 )
( 鑑賞した日は台風 10 号が接近
中！ )
D: 周りのものは風に抗えないの

と思う？

A: 私、この作品のモチーフ（写真手前）について、
知っ
ています ( 笑 )
このモチーフは共産主義、庶民の象徴像の一部であ
り 2010 年からモスクワの博覧センターで展示されて
います。すごく大きい。

に、これだけは微動だにしない。

B: 作品を見るのは２回目ですが、1 回目に見た

圧倒的な存在感ですね。

時に気づけなかった事に気づけましたね。画面
が 3 つあるからどうしても 1 つの画面ばかり集
中して見てしまったり。今回、新しい発見があ
りました。

C: 作品の裏側も見た方がいいと思う。制作のためにこれ
だけの労力がいることや、文字通りバックグラウンドが
知れると思う。
( その後、作品の接合部についてディープな建築トーク )

手のモチーフ（写真奥）については知りませんでし
た！ガガーリン像の一部なんですね。

この作品に参加されたみなさん
が、これだけで解散しちゃうのは
もったいない気がするね！

D: 人によって、作品の裏事情を知りたくな人もいるかも
しれないけど、自分はこの作品についてバックグラウン
ドを知っても興醒めはしないですね。
こういう場所が街にもっとあったらいい！

B: そうですね！！
トリエンナーレが終わったあとにまた参加メン
バーで同じ様な事をしてみたいと思いました。
A: 一方は庶民の象徴で、当時のソビエトの人の強さ、
尊厳みたいなものを表していると思う。もう一方は
ガガーリンの、というか当時のソビエトの国力の象
徴ですよね。このコラボレーションは地球上からの
人の力、宇宙からの人の力を表していて、
総合的に「人
の強さ」を表現している空間だと感じました。
編集注：現在、展示は一部変更しております。

何かサンクチュアリとして

その時とは違った意見が出てくると思うし、今

の役割もありそうな・・・。

度はぜひ新しいメンバーも加えて！
C・D: 確かに！！
（その後、神聖さについての議論が深まる・・・）
いかがでしたか？一人でじっくり回るも良し、友達とわいわい回
るも良し。あいちトリエンナーレ 2019 にはガイドボランティア
さんたちもたくさんいます。みんなで話そう。トリエンナーレ。

T

あいちトリエンナーレ 2019 パフォーミングアーツ豊田公演

劇団うりんこ＋三浦基＋クワクボリョウタ『幸福はだれにくる』
「うき目つらい目ふしあわせ」という疫病神に取り憑かれているせいで、
ずっと貧乏暮らしをしている木こりと姪のナースチャ。木こりは口減らし
のために姪を金持ちの老人に嫁がせようとするが、彼女には若くて誠実な
恋人の兵士がいた。
疫病神をおまけとして売り飛ばせば自分から離れることを知った木こり

劇団うりんこ

平松 隆之（制作）

は、他人になすりつけることに成功する。やがて疫病神は木こりから商人、
貴族、果ては王様へと取り憑いていき王国が存亡の危機に…。そこに誠実

1. 作品が豊田市で上演されることについてどうお感
じになりましたか？

な兵士が現れ…。
ロシアの児童文学作家サムイル・マルシャークの喜劇をベースに、地点の

- してやったり、と言う感じです。企画が進む中でキュ
レーターの相馬さんが何度も豊田に足を運んで学校や
地域をリサーチしていることを知りました。ただ他の
アーティストは地の利もないし豊田公演は難しいだろ
うなと思っていました。なので自身の土地勘やこれま
での伝手を頼ってあちこち会場を探しました。実は 1
年ほど豊田に住んでいたこともあります。フタを開け
てみれば豊田で上演されるパフォーミングアーツはこ
の演目のみだったので、面目は果たしたなと思ってい
ます ( 笑 )

三浦基とメディアアーティストのクワクボリョウタを迎え、東海地方では
知らない人がいない児童向け劇団うりんことタッグを組んだ今回の豊田公
演。混沌とする時代に「幸せは誰にくるべき？」
「幸せって何？」を直球
で投げつけます！豊田公演は９月２１日（土）と２２日（日）です。
( 別途

パフォーミングアーツチケットが必要です。詳しくはあいちトリ

エンナーレ 2019

公式 Web サイトをご確認ください。
）

2. 作品を作るときに欠かせないものはなんですか？

- 尊敬できる仲間、でしょうか。制作という仕事をし
ていますが、画も書けないし、台詞も覚えられないし、
本も書けないし、作曲も出来ないし、何にも出来るこ
とがないんです。でも、面白い芝居を作りたい。なの
で、これは！と思う人には会いに行ってお願いするこ
とにしています。

劇団うりんこ＋三浦

基＋クワクボリョウタ

3. 子供の頃はどんな子でしたか？

- 極めて平均的な子供でした。通知表もほぼオール 3
でしたし。クラスメイトの男子の顔は大抵覚えてるん
だけど女子は今、半分も思い出せません。と言うこと
は僕も周りから見ればそんな存在だったと思います。
あ、ファミコンが家になかったのでよく友達の家を渡
り歩きました ( 笑 )
4. 今回、共同制作された感想と、現場で「これは化
学反応が起こったな」と感じた瞬間がありましたら教
えてください。

- まさにクワクボリョウタさんとの出会いです。実は
企画を提案したときから骨子はうりんこの中でほぼ固
まっていました。そんな中、相馬さんが紹介してくれ
たのがクワクボさんでした。クワクボさんはいわゆる
メディアアート、デジタルアート系の人だと思うので
すが、その表現が非常にアナログ、でもめっちゃ計算
高い方でした。
例えば、整備された庭園を見て美しいと思うのは、実
はそう思うように設計されてるからなんです。でも鑑
賞者はそうは思わない。「俺の美意識高いな」と思う
わけです ( 笑 )
クワクボさんはどこの家庭にもあるような雑貨を使っ
て、あっと驚く表現を舞台に持ち込んでくれました。
実は今回のお芝居はど真ん中に舞台がありそれを囲む
ように客席があります。土俵やプロレスのリングを
思ってください。そしてさらに客席ごとぐるりと平面
が取り囲む構造になっています。最初 YouTube(2D)
で見たときは「なるほど、こういう感じね」と思いま
したが、これが劇場空間 (3D) になるとその没入感が
スゴいんです。
これはヤバい！！と思いました。
快感と言ってもイイ。
実は既に試演会を終えているのですが、（※インタ
ビューは 8 月９日に行われました。）観ている子ども
たちが「わ、なになに、すげー、これ」と感嘆を漏ら
していたのが印象的でした。何が起きているかは・・・
ぜひ劇場で体感してください！！

2019 年 8 月 16 日 [ 金 ] ー 18 日 [ 日 ] 愛知県芸術劇場 小ホール

9 月 21 日 [ 土 ] ー 22 日 [ 日 ] 豊田市民文化会館 大ホール
主催 あいちトリエンナーレ実行委員会

共催 愛知県芸術劇場 ( 名古屋公演 )、公益財団法人豊田市文化振興財団 ( 豊田公演 )

三浦

クワクボリョウタ
1. 9 月に豊田市でも公演をされますが、その時

舞台上のインスタレーションの配置は変わるん
ですか？

- 基本的には同じものをやろうとしているんで
すけれども、おそらくまた空間が変わってくる
ので、実際には現場で微調整は必要になります
ね。ただ、目指すところは今のところ同じもの
だと心得てます。でも、三浦さんがなんか言い

出すかもしれない（笑）
。今回もやっぱり現場
入ったら色々違っていて。調整して、道具など
を作り直したりしました。

2. 化学反応的に楽しむ要素もあるという？

- そうですね。僕は図面見てあんまり想像力が
働かないんです。実際に現場見て黒みと白み感
覚とか全然違ったりするので。大体いつも現物

を見ながらの調整です。今日（※取材は８月
１８日に行われました。）も、ちょっとヒヤヒ

ヤしたんですけど役者さんの動きで ( セットの
都合上 ) 今行くと危ないんじゃないのか？！み

たいなこともあり、システム上怖いので、そう
いう所も見ながらちょっと色々変えるかもしれ
ないです。

基

1. 作品が豊田市で上演されることについてどうお感じになりましたか？
- 愛知県では、これまで名古屋でしか上演したことがなかったので、大変に楽しみ
です。親子で楽しめる作品になっているので、家族大勢で見て盛り上がって欲しい
です。みんなで感想を言い合ってもらいたいです。

Photo: Masahiro Hasunuma

2. 作品を作るときに欠かせないものはなんですか？
- お客さんが暇したり飽きないようにといつも心がけています。
お客さんの笑いは、欠かせないものなので、みんなで笑ってもらえるように真面目
におかしなことを考えてます。

3. 子供の頃はどんなお子さんでしたか？

- 食いしん坊でした。食べ過ぎだといつも怒られていました。甲子園をテレビで見

Photo: Masahiro Hasunuma

るのが好きでした。でも野球選手になりたいとは思っていたわけではありませんで
した。とにかくいつもなんか食べていました。
4. 今回、共同制作された感想と、現場で「これは化学反応が起こったな」と感じ
た瞬間がありましたら教えてください。

- 舞台では常に影が動いています。いろんなところに影に動いています。
光の玉が走っていて、とても幻想的なシーンを創ることができました。

Photo: Masahiro Hasunuma

< ◯△□ ( まるさんかくしかく )>
旧豊田東高校

８月１３日から１５日にかけて、
「豊田の魅

力を大きな絵にしよう！１００人で描く ” 新
Teen’s WANT VOICE
しい ” 豊田というワークショップを開催しま
智に働けば角が立つ。智に働けば角が立つ。智に働
～校内放送を通じた魅力発見・発信～
した。今回のワークショップで作った作品を
けば角が立つ。山路を登りながら、こう考えた。住
<Teen’s WANT プロジェクト実行委員会
>
大阪に持ち帰ります。それを加筆して、10
みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。
※写真はガールズバンド
Spirit ☆の方と。
月の HYBRID BUNKASAI Ⅱ※（以下 文化
とかくに人の世は住みにくい。智に働けば角が立つ。
祭）に展示します。
10 代をターゲットとしたラジオ風番組を企
我々はパワーがあるものをモチーフに選ん
画・制作し、市内の学校において校内放送を
でいる傾向がありまして、その中のひとつに
実施します。
「火」があるんですが、文化祭の方で「火」
TAP: 豊田で活動することについてどう考え
を使ったパフォーマンスをやりたいなと思っ
ていますか？
てます。
実は今回の作品は 2 作目なんですよ。
松永：良くも悪くも "WE LOVE とよた " が
浸透してきていると思います。でもそれに市
民がついてきているかと言われるとそうでは
無い。それを 10 代を中心に見つけて繋げら
れたら。
義務教育が終わって、高校・大学になると、

https://decasu.jp/

とよたデカスプロジェクトとは・・・豊田市の魅力を市内外へ発信するためのアートプロジェクトの企画案を募集し、実現をサポートするプロジェクトです。

TOYOTA DECASU PROJECT 2019

T
○△□の神話 - 豊田～愛知～大阪～日本 -

1 作目は火を炊いて燃やす所までをプロジェ
クトとしてやりました。ですので、今回も火
祭りですとかそういった企画を文化祭で行い
たいと思ってます。

※ HYBRID BUNKASAI Ⅱは 10/5・6・12・13 に旧豊田東高校で開
催されます。

とよたの木材・廃材でアート作品を飾る
智に働けば角が立つ。

オリジナル額縁をつくろう！ 意地を通せば窮屈だ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が
< アート維新 >
豊田市内の山林（惣田地区）/生れて、画が出来る。住みにくさが高じると、安い所へ引き越した
つくラッセル 他

才能を生かせる人はみんな県外に行ってし
くなる。山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。意
智に働けば角が立つ。智に働けば角が立つ。智に働
私たちのプロジェクトの内容は豊田市の森につ
まって、淘汰されてしまうんです。豊田市で
けば角が立つ。山路を登りながら、こう考えた。住
いて知り、その木材や廃材などを使ってオリジナ
1 番いい時間を過ごせる時って今は中学高校
みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。
ル額縁をつくります。額縁に飾るのはプログラム
時代だと思います。レールに乗った感じの人
とかくに人の世は住みにくい。智に働けば角が立つ。
に参加するアーティストといっしょにつくる作
が多いなと感じるので、それにもっとつけ加
◇展覧会は 12 月を予定。詳細は鋭意企画
品。出来上がった額縁と作品は最終的に小さな展
えるような事ができたらいいなと思います。
中。
覧会で発表します！
辰巳：僕も名古屋の私立高校に通っていたの
■参加費：1 回目～ 3 回目通しで 2,000 円
◇ 1 回目：9 月 21 日（土）＊豊田市惣田地区内
で、豊田市の友達がいるんですけど、彼らか
(1 回参加 1,000 円）
アーティストと森を歩く－僕らの街の “ 知らな
ら聞く豊田市の像と実際に豊田市に来てみて
※お問い合わせは info@decasu.jp まで
い ” を知るー
の像がだいぶ違っていて。出身が岐阜なので
TAP: 豊田市で活動することについてどう
豊田市の農山村地域（惣田地区）にて森歩き。
郊外みたいな地域が好きなので、その地域の
考えていますか？
◇第 2 回目：9 月 29 日（日）＊会場は調整中
中高生を活発化しようという活動もしていま
私たちはみな、同じ会社で「自動車」と
想像力と発想力を鍛える－知るから創造へ
す。環境や体制が整っている豊田市だからこ
いう製品をつくりあげるために仕事をして
“ 知ること ” を味方につける－
そ、
ここから出来ることってあると思います。
います。会社の中にはさまざまな部署があ
材料を知ったら、どんなふうに自分のつくりたい
その活動を同じ学生として色々盛り上げて行
り、多くの人たちが知恵や力をあわせてい
ものをイメージするかについて、発想を膨らませ
けたらいいなと思います。
ます。また、自動車にはさまざまなパーツ
るワークショップを行います。
TOYOTA HACK CAMP
安藤：自分の高校の周りの人は動けばすごい
が使わています（小さなネジまで含むと約
◇第 3 回目：11 月 10 日（日）つくラッセル
MOBIUM
んだろうな、と思う人が結構いるんですが、
3 万個！）。私たちはこうした多くの人や
つくろう！世界にたったひとつのマイ額縁！
2019.7/13 - 10/14
なかなか自分からは動こうとしない。それを
パーツの１つ１つがなくてはならない大切
－創造が僕らと世界を繋ぐ－
3,000[ ワークショップ ] 無料 [ 展示 ]
動かして行けたらいいなと思います。
な存在だと感じますが「豊田市」という街
イメージした額縁をアーティストといっしょにつ

各プロジェクトチームの詳しい内容、インタビュー全文は TAP

Web サイトにて掲載中！

https://toyotaartprogram.jp

COLUMN

にも同じような感覚を持っています。

くり、作品を飾ります。

とよたと演劇

豊田市って意外に演劇がおもしろい！と言われるようになった近年。その仕掛け人であるとよた演劇協会会長

石黒秀和さんにとよたの演劇を語っていただきました。

演劇に絞って話をするが豊田市は中学校区に一つ交流館があ

も言われることだが、それは集客の問題にもつながっている。

以降、豊田の演劇事情はそれなりに活況ではないかと思って

りそこでは子育てや高齢者の生きがいづくり、あるいは防犯

いまだ集客のほとんどは劇団員の手売りによる。それでは劇

いる。しかしなにをもって活況というかは、人それぞれだし、

などをテーマにした自主サークル的な劇団が活動している。

団員の負担も増すし、なにより観客、創り手双方の向上につ

なによりもともと小さな世界の話。客観的な判断はなかなか

また、おやこ劇場や文化振興財団主催の興行的な公演も年間

ながらない。観客の批評眼が創り手や作品を育て、それがま

難しい。それでも、2008 年に始まった「とよた演劇アカデ

を通して上演されているし、近年は名古屋の人気劇団「ハラ

た観客を育てる。それが今はほとんどない。そして、劇場の

ミー」とそれに続く「とよた演劇ファクトリー」、また 2011

プロジェクト」の公演もホールだけではなく農村舞台などで

問題である。この街には、小劇場がない。今更ハードかと言

年に始まった「とよたこども創造劇場」の一連の人材育成事

も行われている。あいちトリエンナーレ 2019 の公式プログ

われそうだが、演劇（あるいは舞台芸術）の振興のためには

業により、多くの演劇人材が輩出されたのは確かであり、そ

ラムとして、豊田市民文化会館大ホールの舞台上舞台で上演

小劇場の存在は不可欠だと思っている。立派なものは必要な

の中から劇団カレイドスコープをはじめ多くの劇団が誕生

される「幸福はだれにくる」は、現代演劇の魅力をさらに多

い。小さな空き倉庫をブラックボックスとして改装するだけ

し、有志による自主企画としての「短編演劇フェスティバル

くの人に届けてくれるだろう。

でいいのだが……。

2003 年と 2006 年に全市規模で行った「とよた市民野外劇」

Ｔ１」や「とよた演劇祭」が生まれ、2017 年には「とよた

さて、ここまで書くとなんとも豊田の演劇事情は未来に向

演劇協会」が設立された。市内で演劇に関する公演を観られ

け明るいことばかりのようだが、
もちろんそんなわけはなく、

る機会は 10 年前の倍近くになったのではないか。毎日市内

見方考え方で一変する。例えばこの 10 年で市内に劇団は確

のどこかで演劇の稽古が行われている。とよた演劇ファクト

かにたくさん生まれたが、では定期公演を行っている劇団は

リーやとよたこども創造劇場の指導者でもある鹿目由紀氏の

幾つあるかと問われれば、約 20 年前、
「豊田市民創作劇場」

存在も大きい。いい指導者のもとではいい選手が育つ。スポー

から生まれた「劇団ドラマスタジオ」ただ一つである。そも

ツに限ったことではない。鹿目氏は、昨年から役者だけでは

そも豊田の演劇は、このドラマスタジオの主宰でもある岡田

なく演出家の育成にも乗り出し、また、子どもを対象にした

隆弘氏がこの 50 年以上をたった一人で背負ってきたと言っ

文化芸術振興委員、とよた演劇協会会長、と

戯曲講座も開催してくれている。

ても過言ではない。演劇とは、かくも続けるのが難しいもの

長。

もちろん、豊田の演劇事情はそれに限ったものではない。山

なのである。また演劇の質もよく問われる。外からわざわざ

間部を中心に地歌舞伎なども盛んなため、あえてここは現代

観に来たくなるような作品や劇団が豊田にはないとは昔も今

石黒秀和（いしぐろひでかず）

脚本家・演出家。豊田市出身。高校卒業後、

富良野塾にて倉本聰氏に師事。豊田に帰郷後、
豊田市民創作劇場、豊田市民野外劇等の作・

演出、とよた演劇アカデミー、野外群読劇他、
多数の事業・演劇作演出を手掛ける。豊田市

よた市民アートプロジェクト推進協議会委員

の気になる！
ソウルフード☆

WE LOVE
TAPPY!!
作：もり

豊田のご当地アイドル Star ☆ T のメンバー、ちなりちゃんとみきちゃんと一緒に

かんな

とよたのソウルフードである五平餅と松丈のコロッケをいただいてきました！

- ちなり ( 以下 ち ) おしゃれなカフェで五平餅を食べ
るの初めてで楽しみ！
- みき（以下 み）味はゆず、くるみ、しょうが・ジン
ジャー、キムチの４種類。迷うな～…キムチは辛すぎ
なくて小学生のお子さんに人気みたいです
- ち 私はゆずにする！いただきまーす…後味がとって
もさわやか～♪
- み 私はくるみ！なんと、お米も自家製で、もちもち
でおいし〜い
- ち 焦げがないのが特徴ということで、とっても優し
い味がするね♪
- み 五平餅を頼むとついてくる寒天も季節によって変
わるのが楽しみ！
- ち お持ち帰りもできちゃうのでみなさんもぜひ食べ
てみて下さい。

coffee 喜多町喜多琉
&goheymochi 喜多琉
愛知県豊田市喜多町 4-36
営業時間 10:00 ～ 17:00
定休日 日曜、月曜

- み 昭和２９年創業のとよたっこはみんな知っている
名物コロッケだよね。
- ち コロッケ、メンチカツ、串カツが３大人気で最近
はからあげも人気なんだって♪どれもおいしそう…全
部食べちゃお ( 笑 )
- み コロッケいただきまーす。揚げたてサクサク！ほ
んのりカレー味でおいもが甘くてとってもおいし～♪
- ち じゃがいもなどの野菜は全部甘みの強い北海道産
なんだって！
- み メンチカツは珍しい鶏肉…あっさりしてるけど
ジューシー！
- ち 今晩のおかずでも小腹がすいたときでもいつでも
食べれちゃうね。

松丈
愛知県豊田市昭和町 4-49
営業時間 9:00 ～ 19:00
定休日 日曜
電話番号 0565-34-1448

イベント情報

9/1~10/13

日付

場所

9/1
9/6
9/7・9/20
9/7~9/8
9/8
9/8
9/10~12/1
9/13
9/14~9/16
9/23・9/28
10/5・10/12
9/20
9/21
9/21・9/22
9/21・9/29

9/22
9/23・9/28
10/5・10/12
10/1~
10/14
10/5・10/6
10/12・10/13
10/6

イベント

豊田スタジアム東イベント広場

【その他】豊田沖縄ふれあいエイサーまつり

豊田市コンサートホール

【音楽】ＮＨＫ交響楽団 豊田公演

豊田市民活動センター

【アート】Road of Cannes!2 iPhone だけで「ゼロから始める映画制作」< とよたデカスプロジェクト 2019 >

ホール（豊田松坂屋９階）

矢作川河川敷

【その他】矢作川感謝祭

東横 INN 豊田市駅前（愛知県豊田市西町 6-7-2）

【音楽】100 万人のクラシックライブ in 東横 INN 豊田市駅前

豊田市民文化会館

【演劇】劇団カッパ座 ( 人形劇 )「オズのまほうつかい」

大ホール

橋の下盆踊り大会

豊田市民芸館

【アート】特別展 「柚木沙弥郎の染色

香嵐渓広場 ( 足助屋敷前 ) ※ 雨天時は一の谷

【その他】第 24 回 香嵐渓月見の会

豊田市コンサートホール

【音楽】第 21 回

豊田スタジアム

【その他】ラグビーワールドカップ 2019

松坂屋豊田店 8 階催事場 サンシャインホール

【アート】イタリア・ニュージーランドラグビー博物館 特別展

豊田市西町地内

【アート】西町アート散歩

豊田市民文化会館

大ホール

豊田市惣田地区内

他

もようと色彩」

豊田市民クラシックコンサート

トリエンナーレ編

マルシェやトリエンナーレツアーなど

【アート・演劇】あいちトリエンナーレ 2019 パフォーミングアーツ豊田公演 「幸福はだれにくる」
【アート】とよたの木材・廃材でアート作品を飾るオリジナル額縁をつくろう !< とよたデカスプロジェクト
2019 >

豊田市本町本竜 43

【その他】ものづくりフェスタ 2019

豊田市コンサートホール

【アート・音楽】おいでんアートおもてなしフェア

豊田市美術館 又日亭・豊田市民芸館 井上西洋・豊
田市民芸の森 旧海老名三平亭

【アート】アートデイズとよた

Toyota Specific < とよたデカスプロジェクト 2019 >

旧豊田東高等学校（豊田市小坂本町 5 丁目 80）

【アート・音楽・その他】HYBRID BUNKASAI Ⅱ

豊田市民文化会館

【アート】アート de まちづくり講演会（平田オリザ氏）( ※ 8/6 より豊田市民文化会館で整理券配布）

とよたアートプログラム

マガジン

9 月号

発行日：2019 年 9 月 1 日
とよたアートプログラム

マガジン（TAP

MAGAZINE）はアート、音楽、演劇など

ワクワクする毎日の片隅に。新しいとよたの発見に。TAP

https://toyotaartprogram.jp

とよたの楽しい、面白いコトや人を紹介するマガジンです。

web サイトではより多くの情報がご覧になれます。

編集 ：TAP 編集部

表紙写真：森

かん奈

発行：とよた市民アートプロジェクト推進協議会
問合せ：豊田市生涯活躍部文化振興課

0565-34-6631

HP：https://www.toyotaartprogram.jp

