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とよはし市電を愛する会
ええじゃないか豊橋・市電の日
～沿線歴史探訪ハイキング

「ええじゃないか豊橋・市電の日～沿線歴史探訪ハイキング」と銘打っ
て、広く市民の参加を募り、市電沿線の隠れた名所・旧跡14箇所ほど
（改装された吉田城鉄櫓など）を歩いたり、市電に乗ったりしながら巡る
ハイキングイベントを開催。また、ゴールの赤岩口車庫では楽しく市電
に親しんでもらうイベントとして「ほの国グルメおでんしゃ村」を併せて開
催。

4月10日（日）
駅前南口広場→市電沿線→赤岩口車庫広
場

豊橋温室園芸農業協同組合
生産物並びに加工品・料理　品
評会

多くの豊橋市民の方々に、つまもの野菜を実際に見てもらうことがで
き、それが豊橋産であることを知ってもらえた。さらに加工料視されたも
のを食べることで、そのおいしさや効能などを実感してもらえ、盛大に
開催できた。

4月12日（火）
豊橋温室園芸農業協同組合
高洲事務所

「平和・協同の学び」実行委員
会

「まちづくりと協同を考える」つど
い

①講演：愛知大学地域政策学部 岩崎先生
今日的な課題（地域おこし・まちづくり）のお話しをしていただく。その後
質疑応答。
②ディスカッション：出会い・交流、教え合い・学び合い
その後、参加者からの発言で、テーマを深めていく。
最後に、岩崎先生に感想をいただく。

4月16日（土）
豊橋市民文化会館
リハーサル室

公益社団法人　豊橋青年会議
所

豊橋の未来を切り拓く！３８万
人総活躍のリーダーシップ～
グローバル時代に活躍する、日
本人の心構え　～　講演会

ｉＰｈｏｎｅの生みの親であるスティーブ・ジョブズ氏と共に夢を追い、ｉＰｈ
ｏｎｅを日本に広めた元アップル・ジャパン社長の山元賢治氏にグロー
バル時代に活躍するための心構えや、未来のリーダーに必要な要素
についてご講演を頂きます。

4月20日（水）
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ
主ホール

公益社団法人豊橋青年会議所
／0532-52-9980

のんほいよさこい実行委員会
のんほいよさこい「ええじゃない
かまつり」

「豊橋の街中に活気を！」をテーマに、豊橋市内、市外、また県外も含
めた踊り・ダンスチームが３０チーム集まり、駅前と松葉公園で、素晴ら
しい演舞を披露するお祭りです。派手な衣装を着た踊り子たちが街の
中に集まることによって、すごく楽しい雰囲気になります！

5月1日（日)
豊橋駅南口広場・松葉公園
（２会場）

のんよさ実行委員長　高森英樹
／090-2349-1627

fashion night Fashion night vol.5

前回までの当イベントは、音響等の機材は持ち出し、ヘアショー、ファッ
ションショー、DJも豊橋、または東三河の人員でやりくりしてきました。
前回250名を動員し、更にイベントの拡大、クオリティアップする上で必
要なモノ、ヒトをリストアップしました。
前回までのイベントで培ってきた豊橋発の美容、アパレル、ひいては若
い世代の文化をより多くの来場者に感じていただける事業内容となりま
した。

5月1日（日）
ホテルアークリッシュ豊橋3F
「the garden」
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吉田花祭り実行委員会
吉田花祭りの復活（豊橋三大祭
りの１つ）

①勝ち花2万個・飾り花竹竿で360本の作成（手作り）②子供神輿の飾り
花取り付け③大団扇の作成（手作り）④参加（手作り・動員）の広告・宣
伝活動⑤必要費用概算250万円の募金活動（補助金50万円含む）⑥5
月5日花祭り当日賑わい・楽しく・感動できる演出⑦ロゴ入手拭1,000本
と5円玉入りお祝袋1,000個を見学者等に配布

5月5日（木） 花園町・広小路二丁目・駅前大通

Counterpart
ちょっとハイテクに学ぶ“遠州灘
の生物多様性”フィールドワーク

豊橋市の「顔」の１つ遠州灘を舞台に自然環境について学ぶフィールド
ワークを開催。※募集は20～30名程度を予定。7～8人程度を１グルー
プとし、4グループ程度に編成

6月25日(土）、6月26日（日）　（1泊2日）
※荒天などにより予定が変更になることがありま
す。

表浜海岸（遠州灘） 今村　和志

表浜ビーチスクール豊橋
第１回豊橋市長杯サーフィン大
会

サーフィン大会、子ども向け無料サーフィン教室など
6月26日（日）午前7：00～午後4：00
（雨天順延7月3日（日））

小松原海岸

Super Swing Jazz Orchestra
Super Live'16  'とよはし110周
年記念ジャズライブ

人にやさしいまちづくりを推進している豊橋市として健常者&障害者の
差別無く行う豊橋らしい事業として、9日に東京から日本一と言われて
いるアマチュアジャズオーケストラ'Mondaynight Jazz Orchestra’にお
越しいただき障害者の方々を対象にジャズライブを行います。さらに豊
橋魅力ｱﾋﾟｰﾙ曲として'Hello とよはし'という歌を作詞作曲し、その曲を
MJOにアレンジ依頼&演奏をしていただきます。

7月9日(土) WAC アグリカフェ（豊橋市南瓦町14-1）
柴田(WACアグリカフェ)／0532-
52-4315

特定非営利活動法人ビリーブ
たまごママ・パパのための
「アンファン・シェリ・サロン」

お腹の赤ちゃんと一緒に胎教を体験します。 7月9日(土) 保健所・保健センターほいっぷ

二川・大岩まちづくり協議会
「灯籠で飾ろう二川宿」　創作灯
籠（陶磁器製）

江戸時代の旧東海道二川宿の面影が残る二川の町並み約１．５ｋｍの
両側を、地域の子どもたちや市民が作ったマイ灯籠、創作灯籠など約
３，０００個の灯籠でライトアップします。
　※交通規制／午後６時～９時３０分（歩行者天国）

7月30日（土）午後7：00～午後9：00
(予備日　7月31日(日))

旧東海道二川宿町並み 西川　収示／090-3954-4397
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茶道裏千家談交会三河青年部
（豊橋地域）

子どもが手掛けたオンリーワン
の豊橋筆で、東海各地の方を
おもてなし

「太陽と子どものまつり」
◎子どもたちと、東海各地の方へプレゼントする筆作り
「東海ブロック研修会」
◎代表の子どもから研修会参加者へプレゼント

①5月8日（日）
②7月30日（土）、7月31日（日）

①高師緑地公園
②ホテルロワジール

ＮＰＯまんま せかい雑巾楽会inとよはし 床遊びと雑巾がけから子どもの健康を考える。 8月5日（金）午前10：00～午後3：00 旧生活家庭館／アイプラザ豊橋

合同会社　花広
豊橋110周年！110人！写真展
（豊橋を築いた人々）

豊橋市の110周年にあたり、歴史は人が作るをポイントに置き、豊橋市
にゆかりのある人物110人を取り上げ、顔写真とともに簡単な略歴で紹
介する写真展です。政治、経済、文化など幅広い分野から人物を紹介
し、年代順に並べます。

8月6日（土）～8月24日（水）までの木曜日、金曜
日を除く15日間

開発ビル１階　イベントスペース
（豊橋市駅前大通2丁目33-1）

豊橋ふれあい子ども将棋教室
日本の伝統文化　将棋で　古き
良き　豊橋のまちづくり復活を

関西将棋界の大御所、内藤國雄九段による講演会。内容は棋士人生
を通して出会った数奇な運命体験の実録逸話。棋風”自在流”哲学か
ら見た世相の移ろい、引退してから思うこと等。将棋が市井の暮らしと
文化に関わる可能性と未来について熱く語ります。

8月7日（日）午後2：00～午後3：30 豊橋市公会堂　大ホール 辻村　隆介／090-1832-6170

吉野　さつき
門限ズの夏休みワークショッ
プ！

とってもユニークなクロスジャンルバンド、門限ズのメンバーといっしょ
に音や言葉をテーマに豊橋の面白さを再発見！茶話会、お散歩、お寺
で音楽、劇場でダンスや演劇しながら遊んで、最終日は遠足ワーク
ショップ！豊橋で体験するアートな夏休み！

①7月15日（金）午後7：00～午後9：00
②7月16日（土）午前9：00～午後3：00
③7月21日（木）午後7：00～午後9：00
④7月22日（金）午後7：00～午後9：00
⑤8月10日（水）午後7：00～午後9：00
⑥8月11日（木）午前10：00～午後5：00

①西光寺
②西光寺
③西光寺
④穂の国とよはし芸術劇場PLAT
⑤ヒグラシ珈琲（豊橋市神明町）
⑥豊橋市内遠足（豊橋駅-岩屋町-二川駅）

吉野　さつき／080-3623-5280

豊橋ハンドボール協会
平成２８年度　全日本マスター
ズハンドボール大会　豊橋大会
開催

平成２８年度全日本マスターズハンドボール大会を市制施行１１０周年
を迎える豊橋市で開催し、全国から参加する選手や関係者に本市の魅
力のアピールと交流の場を提供する。

①8月19日（金）
②8月20日（土）、8月21日（日）

①豊橋市民球技場
②豊橋市総合体育館ほか
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エキサイティング・シニア・カー
ニバル実行委員会

ＴＯＹＯＨＡＳＨＩ　フォークジャン
ボリー　２０１６

昭和を代表するフォークソングや昭和の歌謡曲などを、豊橋・東三河を
中心に演奏活動をしているアマチュア音楽家を集めて開催するジャン
ボリー形式のコンサート。７時間に及ぶ懐かしの音楽を、飲食をしなが
ら、同世代から子や孫と一緒に、大きな声で歌って一日を楽しく過ごし
ます。

8月21日（日）
ロワジールホテル豊橋
ホールＡ・Ｂ

影山　政司／090-3154-7311

とよはし女性フォーラム
リレートーク　～とよはしとぼくと
わたしの未来予想図～

表彰式及びリレートークシンポジウム
あらかじめ募集した絵画・イラストの表彰式を兼ねたもので、受賞したこ
ども達の未来への思いや、作品審査員・保護者等大人たちの思いも語
りあう。
※オープニングに二胡楽団の演奏。

8月27日（土）午後1:30～午後3:30 こども未来館ここにこ

サマーキッズフェスティバル実
行委員会

サマーキッズフェスティバル

子どもだけでなく親子で楽しめるスタンプラリー、車いす体験、段ボール
迷路、また、地域団体の協力による絵本の読み聞かせ、消防署の協力
による水消火器体験、非常持ち出し袋持ち出しゲームなどを実施予
定。土曜日夕方からはナイト児童館も。

8月27日（土）　午前10：00～午後8：00、
8月28日（日）　午前10：00～午後5：00

豊橋市交通児童館 木村　由貴子／090-7608-0556

手しごと市inToyohashi実行委員
会

手しごと市　in Toyohashi
東三河で活躍している作家の手しごとから作られる作品の｢温もりやこ
だわり｣を作家本人との交流をもちながら購入することができたり、体験
型のワークショップに参加することのできる手づくり市の開催。

8月28日（日） こども未来館ここにこ
①ｎｏｎｎｏ ｇｌａｓｓ／090-5862-
6060
②ａｉｎｏｗａ／0533-56-9711

株式会社セブンスワンダー 豊橋ブラジルフェスティバル
リオオリンピック開催国であるブラジルを、豊橋市民により親しんでもら
うため、ブラジルを代表する料理を楽しみながら、食文化による交流を
図ります。

9月3日（土） 豊橋駅南口駅前広場
株式会社セブンスワンダー／
052-852-7166

アウトドア日和実行委員会 アウトドア日和
豊橋公園でアウトドアのアクティビティを中心としたイベントの開催。15
のアクティビティ、50の出店ブースを予定。

9月4日(日) 豊橋公園 蟹江　祐次／090-4210-8470
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NPO法人三河三座
NPO法人三河三座設立10周年
記念　第10回吉田城薪能と吉
田文楽公演

毎年恒例の吉田城本丸広場での薪（たきぎ）能の第10回目を記念し
て、能楽の「羽衣」と豊橋市の無形民俗文化財に指定されている「飽海
人形浄瑠璃」の公演を行う。能楽と文楽の競演は珍しく、伝統芸の宝庫
ともいえる豊橋市ならではの公演となる。

9月4日（日）午後6：00～午後8：30 吉田城本丸広場 伊藤　秀子／0532-47-0509

豊橋神輿連合会
市制１１０周年記念　神輿フェス
ティバル

市制が１１０周年と当会も１０周年を共に迎え、市外からの仲間に協力
してもらい神輿の渡御でこれを祝う。
当日が炎の祭典と同日で場所の同じ豊橋公園内でコラボすることによ
り、より華やかな祭典・フェスティバルに…！

9月10日（土）正午～
豊橋公園内
（美術博物館前から吉田城跡まで）

豊橋薬業生活習慣病アドバイ
ザーの会

物忘れ・認知症の予防法講演
会

中高年層を対象に「めざせ！生涯現役」を目標に、認知症などの予防
法について学びます。

9月11日（日）午後2：00～ あいトピア　多目的室

東三河の文化を語る会
東三河の文化を語る会　第２０
回記念講演会

テーマ：語り合おう！！これからの文化を
第1部　パネルディスカッション　コーディネーター　豊橋市民文化会館
大野俊治館長、パネリスト　佐々木順一郎氏、鈴木伊能勢氏、髙井綾
子氏
第2部　演奏と講話　松橋　貴（ギター）　Ｎａｎｃｙ＋（二胡）

9月17日(土)
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡT
研修室

豊田　俊充／0532-62-4030

豊橋太鼓連合会
和太鼓が伝える郷土の文化「古
今四季めぐり」

豊橋市制１１０周年事業に豊橋太鼓連合会は、「和太鼓が伝える郷土
の文化古今四季めぐり」を開催し、参加団体と和太鼓の演奏を通して
共有を図り、豊橋の伝統・文化（祭礼等）を豊橋内外に広く発信します。

9月18日(日)午後3：00～ ライフポートとよはし　コンサートホール 渡邉　耕造／0532-31-6010

ひとすじの会

演劇ワークショップ「ふるさと・豊
橋を築いた先駆者たち」・市民
劇「ひとすじの糸」群馬県前橋
市公演

郷土を築いた先駆者について学び、先駆者を主人公にした演劇ワーク
ショップを開催。また、前橋市が行うシルクサミットの主イベントとして、
「ひとすじの糸」を公演する。

6月19日（日）～9月25日（日）
穂の国とよはし芸術劇場
群馬県前橋市市民ホール

magotaro@magotaro.jp
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豊橋駅前大通地区まちなみデ
ザイン会議

『He110！トヨハシ　アート・カン
ファレンス』～現代アートで豊橋
まちなかの魅力をアップしよう！
～

あいちトリエンナーレ2016のサテライト会場として豊橋市が参加、豊橋
会場の玄関として、アーティストやキュレーターを中心に現代アートに
関するシンポジウム、勉強会、空き店舗を利用したワークショップ等を
開催。

①6月26日（日）（ティータイムトーク1）
②8月27日（土）（ティータイムトーク2）
③9月25日（日）（ティータイムトーク3,4）

①大豊商店街Ｄ棟空き店舗（ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ展示
会場）
②大豊商店街Ｂ棟「みずのうえビジターセン
ター」
③大豊商店街Ｂ棟「みずのうえビジターセン
ター」

TASUKI 歩の国豊橋、110年の宝探し

「家族対抗、豊橋クイズラリー」
スタート地点（こども未来館ここにこ）にて豊橋の歴史や企業にまつわ
る問題を配布。街中に問題の答えが隠されており、頭と足を使いながら
制限時間内に問題を解いていくイベント。ゴールでは豪華景品を準備し
てお待ちしております。

10月1日（土）午前10：00～午後3：00 こども未来館ここにこ
TASUKI  種田（おいだ）／080-
5655-2433

豊橋百儂人
市制110周年記念特別版　百儂
人まつり

「農業王国・豊橋」を広く市民にPRするためのイベント「百儂人まつり」
の市制110周年特別版を10月1日に豊橋駅南口駅前広場で開催しま
す。「収穫祭」「地産地消」をテーマに、三河物産展、各儂人主催のス
テージイベントなどを行う予定です。

10月1日（土） 豊橋駅南口駅前広場
豊橋百儂人事務局　清水　貴裕
／0532-48-5980

社会福祉法人豊橋市福祉事業
会

とよはし１１０周年記念　第４７
回福祉まつり

市制１１０周年を記念して、毎年おこなっている『福祉まつり』の規模を
拡大して実施します。内容は、「トヨッキーとつくろう！１１０年」「記念ス
テージ」「模擬店」「遊びの広場」「餅投げ」などです。

10月1日（土）午前10：30～午後3：00 社会福祉法人豊橋市福祉事業会内一帯
社会福祉法人豊橋市福祉事業
会／0532-62-0018

豊橋筆からつながる会 筆どうぶつえん事業

豊橋の伝統工芸である「豊橋筆」は、様々な動物の毛から作られてい
ます。「筆を通じて、動物を大切に思ってほしい」という職人の思いから
本企画は始まりました。動物の毛と筆の展示や、筆づくり体験ワーク
ショップを行います。

10月1日（土）、10月2日（日） こども未来館ここにこ
豊橋筆からつながる会／
fudezoomin@gmail.com

学校法人愛知大学
愛知大学公館見学会及び講演
会

愛知大学公館の存在意義や価値を広く社会に価値を知ってもらうこと
を目的とし、このたび公館見学会と講演会を実施する。
①愛知大学公館講演会「愛知大学公館100年物語」
講演Ⅰ「愛大公館を知る―100年の歴史―」藤田佳久 愛知大学名誉教
授
講演Ⅱ「愛大公館を知る―建築の特徴―」泉田英雄 二川ヘリテージセ
ンター代表（元豊橋技術科学大学准教授）
②愛知大学公館見学会

①10月8日（土）午前11：00～午後0：40（講演会）
②10月8日（土）～10月10日（月）午後1：30～午後
4：30（見学会）

①愛知大学本館５階会議室
②愛知大学公館

愛知大学東亜同文書院大学記
念センター／0532-47-4139



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

豊橋木材商工協同組合
豊橋木材商工協同組合110周
年　木の日PR事業「見て、触れ
て、感じて」

親子木工工作、間伐丸太早切大会、チェーンソーアート実演、木材パ
ネル展示を行います。

10月8日（土）午前10：00～午後4：00 こども未来館ここにこ

豊橋スタンドアップパドルボード
協会

豊川SUP（スタンドアップパドル
ボード）クルージング体験

豊川を会場としてＳＵＰクルージング・ＳＵＰヨガ・ＳＵＰレース・河川の
530運動などを体験し、市民の健康増進及び豊川の魅力を発信する。

①7月30日（土）
②7月31日（日）
③10月8日（土）（日本サップヨガ協会会長田中律
子講演会、体験会）

①豊川左岸　牛川町城下地先
 （通称沖野地区)
②豊川左岸　牛川町城下地先
③講演会：豊橋市役所東館13階ｺｽﾀﾘｶ
　            ｼﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ
　 体験会：豊川左岸　牛川町城下地先
             (雨天時はこども未来館ここにこ）

豊橋スタンドアップパドルボード
協会／090-9915-4755／
apnki192@ybb.ne.jp

豊橋スポーツ鬼ごっこサークル 秋祭　スポーツ鬼ごっこ大会
鬼祭発祥の地、安久美神戸神明社にて｢秋祭スポーツ鬼ごっご｣を開
催。2回目となる今年は、市制110周年を記念してさらにパワーアップし
た大会を目指す。

10月10日（月）
安久美神戸神明社
（豊橋市八町通3丁目17）

白井　康雄／0532-32-5659

西浜町自治会 He110　豊橋　西浜踊り隊

市制110周年をお祝いし、盛り上げるため、町内のお祭りである「西浜
町宵祭り」での盆踊りだけでなく、これまで参加していなかった「前芝校
区ふれあい夏まつり」や「豊橋まつり総踊り」に参加をし、人とのつなが
りを広めていきます。

①8月7日（日）
②8月27日（土）
③10月15日（土）

①前芝中学校運動場
②西浜町公民館前駐車場
③豊橋駅前大通り

手筒花火を広める会
豊橋手筒花火王国
呼称:Toyohashi Tezutsu
Land(略称:TTL)

・手筒花火をテーマとしたイベントの開催
 (放揚者によるパネルディスカッション/座談会も含む) 
・手筒花火をテーマとしたコンテンツの制作
(体感型の VR やプロジェクションマッピング等を見込む) 

・手筒花火に関しての資料収集や取材
  (手筒花火や刺し子、写真パネル等の展示) 
・上記の成果をもとにした、他イベント等へのコンテンツの出展

10月15日（土）、10月16日（日）午前10：00～午後
4：00

トライアルビレッジ 柴田 篤／0532-35-9666

まちじゅうええじゃないか豊橋
110周年企画室

こどもも まちじゅうええじゃない
か！

① こども向け「ええじゃないか」仮装イベント
フェイスペイントや仮装をしたこどもたちが、まちなかを回遊し、振る舞
いを受け、楽しめるええじゃないか体感イベントを開催する。
② ええじゃないかPR事業
事業の告知と合わせ、「ええじゃないか」について、こどもでも分かる説
明を付記したチラシ・ポスターを制作、市内の学校、舞踊三昧・総おどり
関係者、まちなかへ配布・掲示する。

10月15日（土）
（豊橋まつり初日）

豊橋まつりのまちなかエリア会場に合わ
せ、松葉公園・広小路・駅前等



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

豊橋手話通訳学習者の会

障害者の視点に立った防災を
テーマとした活動
コミュニケーション支援を考える
防災のつどい

障害者の視点に立った防災をテーマとした活動として「コミュニケーショ
ン支援を考える防災のつどい」と題した事業。具体的には、「聴覚障害
者への理解」と「コミュニケーションの大切さ」を広く市民の皆様に理解
して頂くために、「防災講演会」や「コミュニケーションを主題とした映画
上映会」、また、平時でも役立つ避難所絵カード等の新規制作・普及な
どの事業を実施します。

①10月10日（月）午後1：00～午後3：30　（防災講
演会）
②10月22日（土）1回目午後1：00～、2回目午後5：
30～（「Ｓtarｔ line」上映会）
②10月22日（土）午後3：30～午後4：30　（ろう映像
作家　今村彩子講演会）
③10月以降予定　（避難所絵カード、コミュニケー
ション支援ボード等普及活動）
④10月以降予定　（聴覚障害者対応自主防災ガ
イドブック（改訂版）普及活動
⑤10月以降予定　（コミュニケーション支援ボード
使い方ワークショップ）

①豊橋市総合福祉センター
　（あいトピア）3階多目的ホール
②豊橋創造大学Ｂ14教室
③未定
④未定
⑤未定

木好きらく会
おもしろいがいっぱい：モノづく
りフェスティバルinとよはし

モノ作りの面白さを伝えるフェスティバルを開催します。 10月22日（土）、23日（日）午前10：00～午後4：00 豊橋公園芝生広場

花園商店街振興組合 吉田の宿　寺町再発見めぐり
江戸時代より豊橋市の中心に位置し旧東海道と寺町を結ぶ場所にあ
る花園商店街と新大手発展会の街並みを散策しながら、周辺に点在す
る由緒ある8軒のお寺を巡り朱印スタンプを集めて回る。

10月29（土）、10月30（日）午前10：00～午後4：00
花園商店街、新大手発展会周辺とその中に
ある8軒のお寺

花園商店街　理事長　岡本卓也
／0532-52-4486

虹のとびら
表浜BLUEWALK2016　
-つづく足跡つながる想い-

本事業は表浜海岸50kmを歩き、宿泊しながらゴミ拾いをする活動で
す。私たちの目的はゴミの除去による景観や環境の保持もそうです
が、当イベントへの参加を通して若者のゴミ問題への意識の変化と地
域の活性化を目指しています。

①8月11日（木）～20日（土）
②10月29日（土）、10月30日（日）

①表浜海岸（11日～13日前半は豊橋市の
浜、13日後半～20日は田原市の浜）
②表浜海岸（少年自然の家付近）

豊橋商工会議所青年部
ええじゃないか豊橋５３０発信隊　
in ＴＯＫＹＯ

現代日本の中心である東京都において白塗りと和装の様相で街を練り
歩き、豊橋発祥の「ええじゃないか」を発信します。
翌朝にはこちらも東京都において豊橋発祥の「530運動」を実施し、ゴミ
拾いを通して地域の方々との交流を深めます。

10月29日(土）、10月30日（日）
東京都渋谷区宇田川町
（渋谷スクランブル交差点付近）

豊橋商工会議所青年部／
0532-53-7211

とよはしフラワーウォーク実行
委員会

とよはし歩行者天国de『とよはし
フラワーウォーク』

まちなか歩行者天国にて先着1,100名に豊橋の花のミニ花束をプレゼ
ント！
花束と一緒にまちなかスタンプラリーマップを配布し、花を持ってマップ
掲載店でスタンプを５つ集めると１回ガラポンに挑戦できます！
ガラポンでは豊橋の蘭や鉢花が当たります！
また高校生以下限定で先着２０名には、豊橋の花で無料アレンジ教室
を実施。
（11：00～整理券配布）

10月30日（日）
広小路１丁目から３丁目
（まちなか歩行者天国）

山口　兵庫／090-3255-5204



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

古里を歩こう会（植田文化協会） 梅田川を歩き、自然に親しもう

・梅田川周辺をウォーキングすることにより、梅田川周辺の水害に対す
る防災設備をしり、自然に親しむと共に、町民の親睦を図る。
・110周年を皆で祝うと共に、次の10周年に向けて気持ちを新たにす
る。
・100周年からの変化を、記念誌により残す

①5月28日（土）（梅田川ウォーキング）
②11月3日（木）（記念式典）

①イオン～動植物公園～イオン（梅田川堤
防沿い往復）
②植田小学校体育館（文化祭の一部）

JFFS実行委員会
第７回ジャパン・ファイアー・ファ
イターズ・スピリッツ（JFFS）

例年、全国の消防士が集い、自慢の体力を争う競技を行います。
そして、今年は新たに子ども向け競技（放水など）を開催します！なお、
消防車両の展示などの「消防広場」も開催します！！

11月6日（日）
シーパレスリゾートホテル　
屋外プール特設会場
(豊橋市神野新田町字三ノ割１番地の３)

ハピファミコミュニケーション
謎解き冒険ウォークラリー　豊
橋クエスト　～110回目のありが
とう～

子ども向けウォークラリーイベント。RPGゲームの世界に入りこんだよう
な設定で公園内に数カ所のチェックポイントを隠し全てのミッションをク
リアしたらゴール。参加賞あり。所要時間４０分程度
※完全事前申込み制

①9月25日（日）(予備日10月2日（日）)　
②11月6日（日）(予備日11月13日(日）)

①高師緑地公園
②豊橋公園

ハピファミコミュニケーション　
代表　笹田貴洋／0532-75-
3289

LOVE PORT TOWN実行委員会
LOVE PORT TOWNオクトー
バーフェスト

ドイツビールの祭典（オクトーバーフェスト）を開催します。 11月6日（日）午前10：00～午後3：00 豊橋駅南口駅前広場

豊橋雅楽愛好者衆「千里」
穂乃國　和　具
（ほのくに　わ　そなへる）

穂の国で活躍する「書道」、「華道」、「茶道」、「箏道」、「雅楽」のそれぞ
れの道の巧者たちにより複合的に繰り広げられる「展示」、「デモンスト
レーション」、「ワークショップ」と「演奏」。

11月10日（木）午後1：00～午後5：00
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡT
アートスペース

豊橋マンデーナイトジャズオー
ケストラ

とよはし市制１１０周年をジャズ
演奏で祝う市民の集い

ビッグバンドジャズによる豊橋プロモージョン」のために、演奏会を記録
し、さらに１１０周年にふさわしいように編集しYou Tubeで流す。これに
より豊橋市民以外の方にも豊橋の良さを発信していく。市民に豊橋の
良さを感じさせるような曲をおりこむ。(下記のような曲)
・「のんほいスイング」(シング・シング・シングを編曲)、
「Take the  C-train（市電車で行こまい）」（Take The A-Trainを編曲）

11月13日(日)午後6：30～午後9：00 ライフポートとよはし　コンサートホール 福井　敬／090-4857-1474



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

本っていいじゃん！in豊橋実行
委員会

本っていいじゃん！in豊橋   絵
本が育む親子の絆

・明治時代の教科書から現在の郷土出版物を展示し、豊橋市制１１０
年を振り返る。
・豊橋の作家による豊橋の昔話の読み語り。
・著名な絵本作家による講演会と読み語り。

①10月9日(日)
②11月13日(日)
すべて午後1：00～午後5：00（予定）

豊橋市民センター
髙須　博久（事務局は豊川堂
内）／0532-52-2525

アイスタイルデザイン
季節誌しずく別冊 百肖～ひゃく
しょう～写真展

季節誌しずく別冊　百肖写真展＆「自家製」料理教室。生産者自らが販
売するしずく朝市＆地域食材の料理教室。

10月15日（土）～11月13日（日）
サーラプラザ豊橋（豊橋市）、
㈱イトコー（豊川市）

アイスタイルデザイン／0532-
61-8705

花園ぷらす ちくわプロジェクトin花園 みんなで協力して110本の竹輪を焼こう！ 11月19日（土）午前10：00～午後3：00 花園商店街、豊橋別院

穂の国　健歩会
生活習慣病予防ウォーキング
講演会～魅力の街での健康づ
くりと出会い～

健康づくりに効果的な「ウォーキングと軽い体操」の方法を学び、桜ヶ
丘公園、市電沿線の街並みを楽しみながらウォーキング等を行いま
す。

11月19日（土） あいトピア　、桜ヶ丘公園、周辺の市電沿線

豊橋日独協会
豊橋日独協会創立２５周年記
念事業「ドイツ無声映画祭」

来場者にドイツ無声映画の素晴らしさを実感していただき、豊橋が如何
に現在の日独交流に関わっているかをしっていただくため、ドイツ無声
映画「メトロポリス」を上映します。

11月20日（日）午後1：30～午後3：30 穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ　主ホール
豊橋日独協会事務局／0532-
51-1205

八町文化協会 八町校区文化財保護活動

・｢八町校区文化財マップ｣の作製　
　Ａ２サイズ両面印刷フルカラー　文化財地図及びガイド写真
・八町校区内の文化財についての｢八町文化講演会｣　
　マップの活用方法や紹介内容の見所など講演
・八町校区文化財｢愛の保護活動｣　文化財周辺の清掃活動及び保護
活動

①9月21日（水）午後1：30～（八町文化講演会）
②11月18日（金）午後1：30～（八町文化講演会）
③11月23日（水）午前10：00～（八町校区文化財｢
愛の保護活動｣）

①豊城地区市民館
②豊城地区市民館
③吉田中安全秋葉山常夜燈　付近

八町文化協会　山本　三郎／
0532-54-4363



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

三菱レイヨン株式会社　豊橋事
業所

スマイルフェスタ
（MRC・パレットボウルin豊橋）

ＭＲＣパレットボウルin豊橋の会場周辺にて家族参加型イベント「スマイ
ルフェスタ」を行い、市の魅力を内外に発信する。（主な内容：豊橋まつ
りクイーンの歴代衣装展示、物産展、手筒・打上げ花火、ステージイベ
ントなど）

11月26日（土）午前10：00～午後6：30
シーパレスリゾートホテル　
(豊橋市神野新田町字三ノ割１番地の３)

三菱レイヨン労働組合　原田／
0532-62-5150

中部アイティ協同組合 IoT × 農業

「IoT×農業」は以下の内容を主旨とし、多数の講演者様からご講演を
いただくことで様々な視点から農業について考える複合テーマ型の講
演イベントとなります。
 ・ 知見の共有による新しい価値の創出　
 ・ 新規ビジネスへの発展の期待
 ・ IoT 技術の可能性の模索
 ・ 一般消費者に対する豊橋産の農産物アピール
 ・ 豊橋の産業そのもののアピールと継続性

11月26日（土）　午前11：00～午後5：30 豊橋サイエンスコア
株式会社ネットコム　担当　渡
会／0532-34-0100

株式会社イージェイ
豊橋の特産農作物を使った「豊
橋ジュース」の開発と首都圏で
のPR

＜豊橋ジュース（EJ“ええじゃないか”ジュースの生産および販売＞
豊橋市の農産物を使用したジュースの生産および販売
※ どうしても発生してしまう規格外農産物（豊橋産）を使用し、豊橋の
生産者さんの利益に繋がるジュースを製造します。
→加工用胡瓜等

①4月末日～11月末日（店舗販売準備+店舗販
売）
②7月（海フェスタ東三河出店）

①東京都麹町店舗での販売
②豊橋駅前

久保　陽輔／03-6265-6788

豊橋米ＬＯＶＥプロジェクト
豊橋米ＬＯＶＥプロジェクト
”やるじゃん！とよはし米”

豊橋の米専門店有志と若年生産者がタッグを組んで発足しました。私
達の食の未来を託す生産者の育成と消費者の皆様の安心で豊かな食
生活の実現を目指します。豊橋のお米作りを盛り上げて元気な豊橋を
全国にも発信しましょう。

①5月22日（日）（まちなかマルシェ）
②6月13日（月）（田植えとお米講座）
③6月19日（日）（まちなかマルシェ）
④7月17日（日）（海フェスタまちなかウェルカムイ
ベント）
⑤7月24日（日）（海フェスタ東三河）
⑥10月以降もマルシェ・イベントに参加

①豊橋駅南口駅前広場
②西郷小学校付近
③豊橋駅南口駅前広場
④豊橋駅南口駅前広場
⑤ライフポートとよはし

豊橋米ＬＯＶＥプロジェクト事務
局／0532-61-2971

浜松・東三河フェニックス楽市
豊橋食材を組み合わせて美味
しいフランクフルト発見。目指せ
110の『Oｈ！』

『目指せ、110のＯｈ！』を合言葉に、豊橋産の農畜産物を組み合わせ
た110種類のフランクフルトの開発を進めます。フェニックス楽市出店時
には、市民が豊橋産の農畜産物に関心を持てるよう、未だ世に出回っ
ていない斬新なフランクフルトを紹介していきます。

①5月29日（日）
②6月12日（日）
③6月17日（金）、6月18日（土）
④6月25日（土）、6月26日（日）
⑤秋以降

①善意フェスティバル（豊橋動物園）
②ハウジングマルシェ（中京テレビハウジン
グプラザ）
③ものづくりフェア（豊橋総合体育館）
④とよゼミ（こども未来館ここにこ）
⑤浜松・東三河フェニックスの試合会場

斎藤　美由紀／090-4468-5929

豊橋新卒農業部
耕作放棄地で豊橋の味：地豆を
子供たちと育てよう

子どもたちに農業の面白さ、大切さを伝えるために、耕作放棄地を活
用して三河地方で育てられている地豆(落花生)を子どもたちと栽培しま
す。
一般にはあまり流通していない生の地豆を収穫して塩ゆでを作ってそ
の味を伝承します。

①6月13日の週
②8月
③10月

豊橋市神野新田町ロノ割の畑



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

カントリーモーニング
MTBチーム対抗４時間耐久レー
ス

豊橋市下条西町の豊川河川敷に全国からマウンテンバイクの愛好者
を集め、１人から３人までのチームで4時間走り抜き、周回数を競うも
の。クラスも小学生チームから、ソロ、ファミリーチームと分かれる。小
さなお子様から全日本のトップクラスの選手が一緒に走れるのも醍醐
味。

12月11日（日） 豊橋市下条西町　豊川河川敷
カントリーモーニング／0532-
41-8882

劇団豊橋演劇塾 演劇公演「死に顔ピース」

平成８年度に豊橋市教育委員会社会教育課主催の市民大学講座（ト
ラム）の「ワークショップ豊橋演劇塾」が開催され、講座終了後も演劇を
継続したいという強い思いをもつ第１期生の有志を中心に結成された。
文化としての演劇を地元豊橋市でもっと広げていくために、市民による
市民のための劇団として成長を目指している。

12月18日（日）午前11：00/午後4：00開演
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡT
アートスペース

TOP　FLOOR実行委員会 TOP　FLOOR　2016
東三河ストリートダンスフェスティバル。地元ダンサーによるオープニン
グアクト、熱いチームダンスコンテスト、プロダンサー達のショーケー
ス。全てが今年は豊橋市制110周年のスペシャル版。

12月23日（金）午後2：00～午後8：00 豊橋市公会堂

豊橋110周年動画制作グループ 豊橋110周年　動画セミナー

110周年関連イベントに参加し、スマートフォンやタブレットを使用した動
画制作に関する講座を開催します。

①みんなでつなごう！！花と野菜でFUN NIGHT RUN
②530のまち環境フェスタ
③シニア動画セミナー
④有楽製菓株式会社
⑤第4回普門寺ウォーク
⑥スナップムービーコンテストに応募しよう！！

①8月27日(土)
②9月17日(土)
③10月22日（土）
④11月5日（土）
⑤12月3日(土)
⑥12月27日(火)

①豊橋公園
②豊橋市役所周辺
③AVAQNA株式会社
④有楽製菓株式会社豊橋夢工場
⑤普門寺
⑥豊橋市役所13F講堂

AVAQNA株式会社/0533-95-
2950

とよはしまちなかスロータウン映
画祭実行委員会

第１５回とよはしまちなかスロー
タウン映画祭オープニングイベ
ント
樹木希林　新春トーク＆ライブ
スローな映画と人生

樹木希林さんをお迎えして新春スペシャル版のビッグ企画をお届けし
ます。
代表作であり、前回の映画祭で入場を制限するほど多くの方に来場い
ただいた「あん」、そして豊橋では初公開となるドキュメンタリー映画「神
宮希林わたしの神様」、2作品の上映とご本人のトークショーでお楽しみ
いただきます。

平成29年１月7日（土） 穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ　主ホール

ニッポンの前掛け展実行委員
会

市役所まるっと豊橋帆前掛け
ミュージアム

豊橋市役所自体を「まるっと豊橋帆前掛けミュージアム」に見立て、そ
の話題性や親しみやすさで市民の方に理解を深めてもらいます。
①市役所東館1階ギャラリーで展示
②工場見学、ワークショップの開催

①平成29年1月10日（火）～1月20日（金）
②平成29年1月15日（日）

①市役所東館1階ギャラリー
②芳賀織布工場、完和萬染

エシラデザイン／0532-32-6632



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

NPO法人二川宿 福よせ雛（ひなまつり）

人形供養を終えたお雛様を集め、お雛様に日常生活の一場面を再現
させることによりお雛様に二度目のお勤めをしていただく。展示方法
は、従来の段飾りではなくお雛様を使って自由に日常生活を再現す
る。また、人形集めのため「人形供養」も広報で募集し駒屋にて行う。

10月2日（日）（人形供養祭）　
11月27日（日）（福よせ雛ボランティア募集講習
会）
平成29年1月14日（土）～3月12日（日）（ひなまつ
り）

二川宿　商家「駒屋」 松田　好市／0532-41-6065

豊橋落語天狗連
豊橋市制110周年記念公演　新
春天狗連名人会？

新春落語をお届けします。 平成29年1月15日（日） 穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ

うずらインキュベータ
ワークショップ「まちの魅力を
オープンデータで発信！」

豊橋鉄道の渥美線の沿線地域に関する情報をオープンデータとして作
成し、発信するための住民参加型のワークショップを3回にわたり開催
する。

①9月10日(土)
②11月12日(土)　午前10：00～午後6：00
③平成29年1月21日(土)　午前10：00～午後6：00

①こども未来館ここにこ
②大清水まなび交流館（ミナクル）
③田原市文化会館

木村　博司／0532-29-0500

男声合唱団　ふんけんクラブ
豊橋市民と三遠南信地区大男
声合唱の集い

男声合唱団ふんけんクラブと公募の豊橋市民が集まり毎月1回練習会
を行い、飯田、浜松の男声合唱団と平成２９年１月２２日にＰＬＡT主
ホールで演奏会を開催。三遠南信文化交流をはかり、豊橋初の約１０
０人の男達による迫力の大男声合唱を披露。

①平成29年１月22日（日） 午後2：00開演　（演奏
会）
②4月20日（水）、5月18日（水）、6月22日（水）、7
月27日（水）、7月31日（日）、8月24日（水）、9月21
日（水）、10月19日（水）、11月16日（水）、11月27
日（日）、12月21日（水）、平成29年1月18日（水）、
１月21日（土）　（練習会）

穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡT 冨田　直人／090-4466-4609

豊橋ドットテレビ
野菜のＰＲ映像「食べりん！お
いしい豊橋！」の制作とインター
ネット配信

豊橋で生産されている農産物をＰＲするために、農家でのリポーター取
材と、美味しく食べるための料理教室を番組形式で映像制作し、イン
ターネットのユーチューブとホームページを使って紹介。

・５本の映像を制作してインターネット配信
①6月7日（火）配信。「大葉編」
②7月31日（日）配信。「冬瓜編」
③11月1日（火）配信。「次郎柿編」
④平成29年2月18（土）配信。「トマト編」
⑤平成29年3月配信。「イチゴ編」

・撮影場所
①５月中旬：生産者は、豊橋温室園芸農業
協同組合と大村町の伊藤園芸。料理教室
はこども未来館のキッチン工房。
②７月上旬：生産者は、小島町の伊藤さん。
料理教室はシーズオブハピネスのキッチン
スタジオにて撮影。
※配信は、豊橋ドットテレビのホームページ
にて

豊橋ドットテレビ／0532－75－
3336

あいちICT推進協会
Pepperによるご当地クイズと豊
橋のイベントと企業紹介で豊橋
をアピール！

・多くの人が訪れるイベント会場にPepperを出動させる。
・Pepperを使って、ご当地クイズ、豊橋のイベントと企業を紹介する。
・ご当地クイズは「豊橋」に関する内容を行う。
・クイズ参加者に豊橋の名産品から選んだ景品を差し上げる。
・Pepperにイベントを象徴する衣装を着せる。
・Pepperにダンスをさせて、子供達にも一緒にダンスを楽しませる。

①9月17日（土）
②10月16日（日）午前10：00～午後3:00
③平成29年2月11日（土）午前10：00～午後3:00

①公会堂（530まち環境フェスタ）
②こども未来館ここにこ
③こども未来館ここにこ



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

特定非営利活動法人 らるご子
ども教育研究所

子どもたちの創造性を引き出し
伸ばすデジタルメディア活用
ワークショップとシンポジウム

プログラミング教育第一人者によるプログラミングワークショップと、ソ
フト開発者による絵本づくりワークショップを開催する。シンポジウムで
は学識経験者も加わり、デジタルを活かした子どもの創造表現活動に
ついて議論を深める。

平成29年2月11日（土） 、2月12日（日） こども未来館ここにこ

特定非営利活動法人フロンティ
アとよはし

しゃべりば@とよはし　～外国人
高校生居場所プロジェクト～

外国人高校生のためのキャリア講演会を開催します。
正社員として働いているブラジル人の先輩にはなしを聞いてみよう。

平成29年2月11日（土）
午後1：30～午後3：30

豊橋市民センター　2Ｆオープンスペース

まどか文庫 「おはなし110」を楽しむ会
110周年を機に、新たにおはなしを楽しむ人がふえ、おはなしを始める
人がふえ、おはなしを続けてきた人のさらなる意欲につながることを願
い、おはなし会と講座（映画会等）を開催します。

①おはなし会（随時。ＨＰに掲載）
②10月13日（木）午前10：30～午後0：00
　（わらべうた：落合美知子さん）
③11月22日（火）午後2：00～午後4：00
　（石井桃子映画＆森英男監督トーク）
④11月25日（金）午後1：30～午後3：30
　（ことば：水野スウさん）
⑤平成29年2月15日（水）午前10：30～午後0：00
　（おはなし：下澤いづみさん）

①随所。ＨＰに掲載
②豊橋市中央図書館３階第一会議室
③穂の国とよはし芸術劇場アートスペース
④旧生活家庭館大集会室
⑤豊橋市中央図書館３階第一会議室

渡辺　則子／090-8545-8900

いきものがたり工房 ええじゃん笑店

・デザイン書道家　鈴木　愛さんによるパフォーマンス書道
・鈴木　愛さん及び生徒さんの方々の作品展示及び販売
・豊橋筆の出前講座（筆作り体験、作業工程の紹介）
・東三河の職人による”匠の技”の披露・展示
・東三河の中小企業による企業展

平成29年2月18日（土） ロイヤルヒルズ豊橋出雲殿 岡田　和子／090-6082-3558

ＴＢＢ３ｘ３運営事務局 ＴＢＢ３ｘ３

年代別に行われているバスケットボール大会の年代別をなくし、年代
幅を広く交流できる場を提供する。また、浜松・東三河フェニックス（三
遠ネオフェニックス）、桜丘高校と豊橋をバスケットボールの街へと発展
させ、豊橋市の魅力を市街へと幅広く発展していき、人口増加、地域活
性化につなげる。
通常（昨年度）
●２か月に１回の年４回実施
●浜松・東三河フェニックス（三遠　ネオフェニックス）の前座試合。
拡大事業（年に１回年６回針）
●豊橋110周年のロゴをコートに設置●豊橋110周年記念Ｔシャツ作成

①4月2日（土）
②6月18日（土）
③8月14日（日）
④11月19日（土）
⑤平成29年2月18日（土）

①豊橋市総合体育館特設会場
②豊橋駅南口駅前広場
③豊橋駅南口駅前広場
④豊橋駅南口駅前広場
⑤石巻地区体育館

ＴＢＢ３ｘ３　代表　鈴木　佑旗／
080-2614-5586

株式会社オリエント楽器　豊橋
店

ブラスジャンボリー2017　in　豊
橋　with　オリエント楽器　～み
んなで楽しむ大合奏～

管楽器を愛する沢山の人が集い、プロの指揮者や演奏家とともに合奏
を楽しみながら音楽の深まりや感動を創り上げる吹奏楽の演奏会を行
います。対象は過去経験者から現在演奏している方まで、練習そして
本番まで一日楽でしめるイベントです。

平成29年2月19日（日）
穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ　
主ホール

オリエント楽器　豊橋店／0532-
54-5500



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

愛知県自閉症協会・つぼみの
会

障害があってもこの町で共に生
きるために、共に学び、共に働く

「農福連携・農業と福祉がＷＩＮ-ＷＩＮの関係に！？障害者雇用で農園
の生産力がＵＰ！！！」と題し、セミナーでは農福連携の可能性を、京
丸園の実践と全国での取り組みの紹介を通じてお伝えします。

平成29年2月19日（日）午後１：00～午後：4：15 保健所・保健センターほいっぷ

豊橋市制１１０周年記念局実行
委員会

豊橋市制１１０周年記念アマ
チュア無線局運営事業

豊橋市制１１０周年を記念して、「ええじゃないか豊橋」をイメージする
呼出名称（コールサイン”８Ｎ２ＥＪＴ”）の特別なアマチュア無線局の免
許を受け、その無線局を運用して市制１１０周年の紹介と市勢情報等
の発信をします。

①4月1日（金）～平成29年2月28日（火）
②７月30日（土）
③10月15日（土）、10月16日（日）

①豊橋市内及び市内周辺でのアマチュア無
線局の移動運用
②海フェスタ東三河
③豊橋まつり

佐野　文雄／090-4869-3921

多米校区地域教育力向上委員
会

夏休み　東北高校生交流ツ
アー

豊橋の高校生が、東北は南三陸町へ貸切バスで行き、現地の高校生
と交流しながら、磯で遊んだり、漁師のギター弾き語りに触れ、復興半
ばの東北を感じ、自分達の生活、町のことを語り合う２泊３日の夏休み
イベントです。

①7月22日（金）～7月24日（日）（2泊3日）
②平成29年2月予定　（報告会）

①雄勝フラワーファクトリーガーデン(宮城県
石巻市雄勝町)、宮城県志津川自然の家(宮
城県南三陸町)
②未定

花島　紀秀／090-1563-2939

のんほいイチゴ園とよはし
豊橋で唯一の苺狩り施設を利
用した　苺狩りクッキング婚活

自己紹介、ゲームなどを交えて苺狩りを行い、イチゴを使ったお菓子を
作りながら、仲良くなりカップルになれるように楽しんでもらいます。

平成29年3月4日（土）、3月5日（日）
のんほいイチゴ園とよはし、
大清水まなび交流館（ミナクル）調理実習室

豊橋「東北幸福市」実行委員会
「知って・食べて・つながる！豊
橋・東北幸福市」

「東北の被災地を応援したい！」熱い思いを持ったメンバーがセレクトし
た東北の特産品を販売し、利益を被災地へ寄付します。語り部による
講話や豊橋市防災キャラクター「ボウサイマンＺ」のショーも予定してい
ます。

平成29年3月4日（土）午前10：00～ こども未来館ここにこ

岩屋緑地に親しむ会
「岩屋緑地」サクラ広場再生事
業の第1歩
(豊橋３大 桜の名所)

衰退している岩屋緑地の桜を再生すべく、緑地南面の一部を伐採し新
たに桜を植樹する。それに伴い発生する伐木を利用し、炭焼きやキノコ
の菌打ち等に活用し、市民の方々にイベントとして参加していただく。こ
の事業を「岩屋緑地」桜広場再生の「はじめの一歩」としてスタートさせ
る。

①平成29年1月22日（日）（炭焼き体験）
②平成29年2月26日（日）（桜植樹祭）
③平成29年3月5日（日）（キノコの菌打ち体験）

①豊橋市二川町北裏
　（集合：岩屋緑地内休憩所前）
②豊橋市岩屋緑地内
③豊橋市岩屋緑地内　休憩所付近

「岩屋緑地に親しむ会」　森　祥
剛／090-6586-8612



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

なっちゃんのスティールパンレッ
スン

博物館のまち豊橋が奏でる「ス
ティールパン」
恐竜と歴史と星の「ミュージア
ム・コンサート」

ドラム缶でできた楽器「スティールパン」をご存知ですか？　二川にある
三つの博物館と連携し、スティールパンによる「ミュージアム・コンサー
ト」を開催します。音楽・科学・歴史の垣根を越えて、文化の相互作用を
楽しみましょう！

①6月12日（日）
②8月13日（土）
③平成29年1月3日（火)
④平成29年3月19日（日）

①二川宿本陣資料館
②自然史博物館「自然史スクエア」
③豊橋市視聴覚教育センタ-「プラネタリウ
ム」
④豊橋市視聴覚教育センタ-「プラネタリウ
ム」

ヒカリめがね編集部
リトルプレスサミットin豊橋
-手づくりマルシェと豊橋レトロ
散歩-

講演会と座談会（テーマ「表現すること」）、マルシェ、リトルプレス（自費
出版の小冊子）ギャラリーを開催します。

平成29年3月19日（日） 二川宿　商家「駒屋」

NPOほの国プロジェクト
TOYOHASHI LOCAL IDOL 
FLOW　2017春

各地域で活躍しているご当地アイドルとご当地グルメで豊橋市を盛り上
げます。

平成29年3月19日（日）
①豊橋駅南口駅前広場
②club KNOT

NPOほの国プロジェクト／0532-
43-6039

みなと塾
六条潟（西浜）探検と生きものカ
ルタつくり

豊川河口の六条潟で湧く種子アサリ（稚貝）を県内の岩浜へ撒いて養
殖し、それにより愛知県が全国アサリ産出量の7割近くを占めている。
全国的に見ても貴重な浜である六条潟の生きもの調べをしカルタにし
て全国に豊橋をＰＲしていく。

①5月5日（木）
②7月18日（月）
③平成29年3月19日（日）午後1：30～午後3：30（カ
ルタ大会）

①六条潟（西浜）と前芝校区市民館
②六条潟（西浜）と前芝校区市民館
③前芝校区市民館

加藤　正敏／090-5873-6679

つつじが丘ジュニアマーチング
バンド

とよはし110祝祭マーチングバン
ド　設立

豊橋市市制110周年を記念して，マーチングバンドを設立します。月に
一度の練習で，豊橋まつり「パレカ」へのエントリーを目指します。ま
た，24時間テレビ豊橋会場での演奏や，つつじが丘ジュニアマーチング
バンド定期演奏会での演奏も予定しています。

①8月28日（日）（24時間テレビ豊橋会場　演奏）
②10月16日（日）（豊橋まつり「パレカ」出演）
③平成29年3月19日（日） 開演午後6：30（記念演
奏会）

①中京テレビハウジングプラザ豊橋南
　（24時間テレビ）
②「パレカ」・広小路通
③湖西市アメニティプラザ

つつじが丘ジュニアマーチング
バンド／070-5644-6296

花男子プロジェクト
豊橋駅の中心で「ありがとう」を
伝えよう！110組の花贈りリレー
マラソン

「ありがとう」を伝えながら花贈りをしてくれる、先着110組の皆様を対象
に、5,000円相当の花束をプレゼント。「日本一の花贈り都市計画」を目
指した、第一弾の挑戦です！
１日かけた花贈りリレーマラソンにご協力いただける方を募集していま
す。

平成29年3月19日（日）午前9：00～午後6：00 豊橋駅東口サークルプラザ
花男子プロジェクト（ＨＡＮＡイノ
ベーション株式会社　太田あて）
／0532-32-8787



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

株式会社フェニックス

祝　市制１１０周年・Bリーグ元
年　体操で「とよはし」と「フェ
ニックス」を健康的に盛上げちゃ
おう。

市民団体との連携による市制１１０周年・Ｂリーグ元年の告知・フェニッ
クスの普及・啓発運動
※事業を通してフェニックスの知名度を上げていきます。
○小中学校（支援学校含む）・スポーツ団体・幼稚園保育園等を中心
に、フェニックス体操（仮称）準備運動に使うことでとよはし全体を盛り
上げます。
体操の中に体操金メダリスト監修のストレッチを入れることで体幹を活
かした健康の増進にもつなげます。世代を越えて広く愛される体操にし
ます。
フェニックス体操のＤＶＤの作成・配布。
上記、各種団体を巻き込んで　祝　市制１１０周年・Ｂリーグ元年をＰ
Ｒ。
また、今期シーズン中にも活用する。

9月24日（土）・25日（日）、10月8日（土）・9日（日）、
10月22日（土）・23日（日）、11月5日（土）・6日
（日）、11月23日（水）、12月3日（土）・4日（日）、12
月10日（土）・11日（日）、12月24日（土）・25日（日）
平成29年1月18日（水）、2月4日（土）・5日（日）、2
月25日（土）・26日（日）、3月11日（土）・12日（日）、
3月25日（土）・26日（日）　　計24試合

豊橋市総合体育館　他
株式会社フェニックス／0533-
81-2293

アップトゥーミー
親と子がともに学ぶ場の創出に
より目指す格差社会の打破、機
会の増大

今回シングルマザーとその子ども向けの就労支援・学習支援のイベン
ト（セミナ～相談会～交流会）を行うことにより、女性にとって、特にスキ
ル・資格・経験を伸ばす機会が少ない地方においての仕事創出及び就
労率向上を目指す。子供と親（主にシングルマザーを想定）に共に勉強
してもらう会を豊橋市において定期的に開催する。塾が提供している子
どもの学習支援という価値提供だけでなく、親は同じ場所でキャリア
アップのための資格の勉強ができるという付加価値をつけることで差別
化を図る。

11月13日（日）、11月20日（日）、12月3日（土）、12
月17日（土）、平成29年1月14日（土）、1月28日
（土）、2月11日（土）、2月25日（土）、3月11日
（土）、3月25日（土）
全10回　午後2：00～午後5：00

アイプラザ豊橋
アップトゥ－ミ－　代表　座間　
裕史／090-1274-3290

三河生物同好会
多米町滝ノ谷ビオトープの自然
環境調査、観察会と報告会

滝ノ谷ビオトープは自然を生かし、一部人の手を加えた自然環境であ
る。ここに生息している動植物を調査して、地域の生物群集を指標種と
して評価することで身のまわりの自然を明らかにする。

①6月12日（日）午前10：00～午前11：30
②7月10日（日）午前9：30～午前11：00
③9月25日（日）午前9：30～午前11：00
④平成29年3月26日（日）午前10：00～午後3：00

①～③多米町滝ノ谷ビオトープほか
④豊橋市民文化会館

浅岡　孝知／0532-45-6711

じゃんだらどりぃぃむ
ミュージックプロモーション映像
制作

映画やテレビドラマのロケ地として活用される豊橋市を舞台にドラマ仕
立てのプロモーション映像を制作します。

撮影場所：豊橋市内各地

デジタルバンクジャパン株式会
社

王琳娜（おうりんな）の今日から
はじめる！日中友好「観光おも
てなし中国語」と「豊橋名産＆観
光ガイド」冊子の無料配布

①飲食店等で簡単に使える「簡単おもてなし中国語」付きの「豊橋観光
ガイド」を作成
②「フェイスブックページ・王琳娜（おう・りんな）の豊橋観光ガイド」で情
報を配信
③王琳娜の「おもてなし中国語講座」を豊橋商工会議所で無料実施

①平成29年3月
②随時
③平成29年2月17日（金）

③豊橋商工会議所
デジタルバンクジャパン株式会
社／0533-65-7171

豊橋まんが家まつり
豊橋カレーうどんPR漫画冊子
の発刊事業

地元グルメ『豊橋カレーうどん』の魅力を伝える冊子『まんがで愛でる豊
橋カレーうどん本』を制作します！
①第一弾として、カレーうどんを題材にした『まんが作品』の募集
②第二弾として、【まんが家さんらと繰り広げる愉快なまんが教室】を開
催

①8月～9月30日（金）（まんが作品募集）
②11月6日（日）午後1：30～（まんが教室）
③平成29年3月（まんが冊子の発行）

①宛先：豊橋市神野新田町セノ割４５番地
②豊橋市民センター
③豊橋カレーうどん提供店、豊橋市内など
で無料配布予定

まんが家まつり実行委員会　渡
辺／090-3956-5444



団体（個人）名 事業名称 内容 とき ところ 問合先

豊橋学生フリーペーパー編集
部

若者向け豊橋ローカルフリー
ペーパー制作事業

豊橋の学生による豊橋の学生向けフリーペーパーを制作・発行・配布
し、学生がまちに出るきっかけをつくります。

平成29年3月配布 豊橋市内の各大学および専門学校等

まちの実行委員会Because
豊橋オカルト会議(とよはしワン
ダーミーティング）

まちの不思議を愛する地元市民を中心とした講師（発見者）に参加して
もらい、まちの不思議を発表し合う豊橋オカルト会議（とよはしワンダー
ミーティング）を実施します。

いるかビレッジ　ちゃいるーかの森
多目的ルーム

豊橋デザイン会議
東三河二十四節気イラスト制作
事業

東三河の季節の細やかな移ろいを表す24枚のイラストシリーズを制
作・公開します。公開したイラストは皆様にご利用いただける素材として
提供（詳細はHPをご覧ください）。豊橋を中心とした四季の美しさを発
信していきます。

5月1日(日）～平成29年3月31日（金）
期間を通じ、時期ごとにwebにてイラストを公開し
ます

Facebook、Instagram、Twitterの各SNS「東
三河二十四節気」アカウント

豊橋麺類組合 出張そばorうどん打ち教室

豊橋のうどん・そば文化に触れて地域の食文化の一端への理解を深
めていただけるよう、市内のそば・うどん店の「職人」たちを講師に「出
張うどん・そば打ち教室」を開催。豊橋のうどんの歴史や店名の由来が
わかる「豊橋うどんマップ」も作成します。

①10月17日（月）
②11月14日（月）

①植田小学校
②豊橋創造大学

戸倉　信一郎（東京庵本店）／
0532-52-3487

浅井　悠子
とよはしっておもしろい町だに！
読んだら好きになる♡絵本とよ
はし

来てよし、住んでよしの豊橋の魅力を、身近に置いて親しみやすい絵
本形式で作成する。
豊橋歴の短い人・子育て世代・市外の人などにも、豊橋に愛着と興味
を持ってもらい、末長い発展につなげる。

8月10日（水）出版　
400冊限定販売（売り切れ次第終了）

販売場所
・豊川堂　各店
・精分館　本店
・かぁやん商店（佐藤町）
・ナチュラルスィーツＮina nino(嵩山町）

浅井　悠子／
yuuneko831224@gmail.com


