
6日㈪・13㈪・20日㈪・27日㈪休館日
※催し物予定は変更や定員に達している場合がありますので、最新情報はホームページでご確認ください。

3 発行：公益財団法人
豊田市文化振興財団
〒471－0035 豊田市小坂町12－100
http://www.cul-toyota.or.jp
☎0565－33－7111（月曜休館）

2023 市内最大の劇場ホールと多目的なアートスペース
豊田市民文化会館

No.491
月

★名古屋方面から
　地下鉄鶴舞線(赤池駅で名鉄豊田線と相互乗入れ)｢豊田市｣行きに乗車、｢豊田市｣下車
名鉄バス「赤池駅」より乗車(衣ヶ原経由)「豊田市」行き｢市民文化会館前｣下車
★豊橋・岡崎方面から
　名鉄名古屋本線｢知立｣で名鉄三河線・｢猿投｣行きに乗り換え、｢豊田市｣下車
　愛知環状鉄道･｢高蔵寺｣行きに乗車、｢新豊田｣下車
★高蔵寺・瀬戸方面から
　愛知環状鉄道・｢岡崎｣行きに乗車、｢新豊田｣下車

　電車／名鉄「豊田市」、愛知環状鉄道「新豊田」からは、いずれも徒歩約20分
　バス／名鉄｢豊田市｣駅西口の3番乗り場から名鉄バス｢赤池行き(衣ヶ原経由)」または
　　　　「聖心寮行き(衣ヶ原経由)」乗車｢市民文化会館前｣下車
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市民文化会館までのアクセス

休館日

（2月1日現在）

※催し物予定は変更になることがありますので詳細は主催者にお問合せください。　※個人情報保護法の施行に伴い、主催者の意向により掲載していない催し物もありますので、ご了承ください。

問合せ：豊田市民ギャラリー  西町5－5（VITS豊田タウン内） ☎0565－33－2112

問合せ：豊田市民文化会館  ☎0565-33-7111

7日㈫・14日㈫・28日㈫

3
2023

月

（2月1日現在）3
2023

月つながリビングイベントガイド

豊田市民の
誓い

豊田市民文化会館リニューアル記念
第1回豊田市民アート展

■前期展示　令和５年４月６日（木）～９日（日）
　　　　　　10：00～18：00（最終日17：00迄）

■後期展示　令和５年４月13日（木）～16日（日）
　　　　　　10：00～18：00（最終日17：00迄）
■会　　場　豊田市民文化会館２階　
　　　　　　多目的ホール   
　　　　　　展示室C  展示室D
　　　　　　〒471-0035　
　　　　　　豊田市小坂町12丁目100番地
■入場料　　無料

問 合 せ　　公益財団法人 豊田市文化振興財団　文化部　文化事業課
　　　　　　☎（０５６５）３１－８８０４
主　　催　　公益財団法人 豊田市文化振興財団、豊田市
共　　催　　豊田文化団体協議会

新しく豊田市民文化会館の2階にできる「多目的ホール」と
「展示室C」「展示室D」を使った初めての展示会。
豊田市文化振興財団会員による多彩なアートをご覧いただけます。

※写真は令和４年度「市民ギャラリー展」の様子です

会場は
２階です。

日･曜日 展示時間 イ　ベ　ン　ト　名 入 場 料 問 合 せ 先
2（木）
～ 5（日）

 10：00～17：00
（ 2日 12：00～）

（ 5日 16：00終了）

成田 環日本画展
第32回豊田中日文化センター日本画教室展 無　料 豊田中日文化センター日本画教室

☎090－4235－6545
9（木）
～ 12（日） 10：00～16：00 第30回 私にも描けました展 無　料 ギャラリー第3空間

☎090－1235－1736

13（月） 10：30～17：30 メナードスプリングフェア 無　料 メナード化粧品
☎0565－32－0670

15（水）
～ 19（日）

 10：00～16：00
（15日 13：00～） 第17回木版画グループこげら作品展 無　料 木版画グループこげら

☎090－2772－9784
18（土）
～ 19（日）　  10：00～18：00 第23回 書の作品展 無　料 川上書道教室

☎0565－32－0703
21（火・祝）
～ 27（月）

 10：30～17：00
（27日 16：00終了）

いとう ちとみ初個展
わたしのそばで起きていること2023展 無　料 伊藤 千登美

☎090－6167－9456

24（金）
～ 26（日）

10：00～17：00
（26日 16：00終了）

第４回 よんごひんご展
同時開催　「自分で光れ三人展」 無　料 タッキーと仲間達

☎0565－34－1093

27（月）
～ 31（金）

 10：00～18：00
（27日 12：00～）

（31日 15：00終了）
風景写真展 「命巡る四季・奥三河」 無　料  安江邦幸

☎0565－58－2807
29（水）
～ 31（金）　  10：00～17：00 花もめんスプリングフェア 無　料 （株）原匠

☎052－771－9080

日･曜日 開催時間 イ　ベ　ン　ト　名 入 場 料・定 員・他

1日（水） 10：00～11：00 みんなで歌いましょう♪文化会館歌声喫茶 無料　20名（定員に達しました）
問合せ：0565-33-7111（文化会館）

4日（土） 10：00～11：00 あつまれ！歌の広場 無料　20名
問合せ：080-5117-4216（福田）

5日（日） 10：00～ みんなでドンドコ　リズムで遊ぼう！ 無料　小学生とその保護者15組　要申込
申込・問合せ：0565-33-7111（文化会館）

10日（金） 13：30～ つながリビング朗読会 無料　20名　要申込
申込・問合せ：0565-33-7111（文化会館）

17日（金） 10：30～ 「ひなたぼっこ」おはなし会 無料　20組　要申込
申込・問合せ：0565-33-7111（文化会館）

26日（日） 18：00～ 魔法の音楽魂手箱　ウキウキ春界 無料　20名
問合せ：090-8321-1220（浅利）

第２・４火曜 15：00～ みんなのピアノ 無料　7名
問合せ：0565-33-7111（文化会館）

第2・4木曜 16：00～ みんなのアコギ 無料　5名
問合せ：0565-33-7111（文化会館）



6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪休館日
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月
※催し物予定は変更になることがありますので詳細は主催者にお問い合わせください。
    また、最新情報はホームページでご確認ください。
※個人情報保護法の施行に伴い、主催者の意向により掲載していない催し物もありますので、ご了承ください。

（2月1日現在）

3日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪休館日

4
2023

月
※催し物予定は変更になることがありますので詳細は主催者にお問い合わせください。
    また、最新情報はホームページでご確認ください。
※個人情報保護法の施行に伴い、主催者の意向により掲載していない催し物もありますので、ご了承ください。

（2月1日現在）

新型コロナウイルス感染症などの影響により変更がある場合があります。
最新情報は当館ホームページ又はお問い合わせ先へご確認ください。

とよたこども創造劇場　団員募集
■活動内容　鹿目由紀氏（劇作家・演出家・劇団あおきりみかん）の脚本、演出による演劇の稽古および公演
■活動期間　稽古：2023年5月～11月　※豊田市内の公共施設にて40回程度を予定
　　　　　　公演：2023年11月5日（日）豊田市民文化会館 小ホール
■対　　象　豊田市内在住、在学で令和5年度に小学4年生から中学3年生の方（保護者の同意が必要）
■詳　　細　公益財団法人豊田市文化振興財団 文化部 文化事業課のホームページをご確認ください。
■問 合 せ　公益財団法人豊田市文化振興財団 文化部 文化事業課　☎：0565-31-8804

舞台芸術人材育成活用・創造事業　とよた演劇ファクトリー　受講生募集
■プログラムディレクター　鹿目由紀（劇作家・演出家・劇団あおきりみかん）
■活動内容　①演出コース：鹿目由紀氏がほぼマンツーマンで、演出術を指導
　　　　　　②役者コース：表現方法を中心に、舞台芸術に関わることを学ぶ
　　　　　　③演出聴講コース：令和５年度より新設。演出コースとともに、演出術に関する講義を受講
■活動期間　2023年５月～2024年2月
■対　　象　15歳以上の健康な方（中学生以下は不可、18歳以下は保護者の同意が必要）
■詳　　細　公益財団法人豊田市文化振興財団 文化部 文化事業課のホームページをご確認ください。
■問 合 せ　公益財団法人豊田市文化振興財団 文化部 文化事業課　☎：0565-31-8804

※上記より申込み

※上記より申込み

日･曜日 開催時間 イ　ベ　ン　ト　名 入 場 料 問 合 せ 先

 ◆大ホール

5（日） 13：00～18：00 岩瀬歌謡教室40周年発表会 無　料
岩瀬歌謡教室
☎0565－44－1765（岩瀬）

19（日） 14：00～16：00
豊田市ジュニアマーチングバンド
第23回定期演奏会 無　料

（公財）豊田市文化振興財団　文化事業課
☎0565－31－8804

25（土） 9：10～17：00 第11周年大ホール発表会 無　料
カラオケ喫茶わらら
☎080－5134－3757（佐伯）

 ◆小ホール

5（日） 18：00～20：15 志多ら「郷唄」豊田公演
一般4,000円

高校生以下3,000円
※当日券は各500円増し

全席指定

㈲志多ら
☎0536－76－1708（9：00～18：00）

21（火・祝） 14：00～16：00
第5回　愛知県立豊田南高等学校
吹奏楽部　定期演奏会

無　料 愛知県立豊田南高等学校吹奏楽部
☎0565－53－1011（田中）

24（金） 13：00～15：30 第35回松川流温習会 無　料 松川流鯉桜会事務所
☎0565－32－1904（松川）

 ◆展示室A
9（木）
～12（日） 10：00～16：00 第48回華道豊展 無　料 豊田市華道連盟

☎0565－21－1537（石川）
23（木）
～26（日）

10：00～17：00
（26日16：00終了）

第19回彩の会展（水彩画） 無　料 彩の会
☎090－1239－3858（口脇）

 ◆展示室B
10（金）
～12（日）

10：00～17：00
（10日13：00開始）
（12日16：00終了）

光音堂ケヤキ写遊会
創立35周年写真展

無　料 光音堂
☎0565－27－2525（山本）

23（木）
～26（日）

10：00～17：00
（26日16：00終了）

第19回彩の会展（水彩画） 無　料 彩の会
☎090－1239－3858（口脇）

日･曜日 開催時間 イ　ベ　ン　ト　名 入 場 料 問 合 せ 先

 ◆大ホール

2（日） 15：00～17：00 ベルバレエスタジオ発表会2023 1,000円
ベルバレエスタジオ
☎070－2211－0611（波多野）

19（水） 13：00～15：30 橋幸夫 コンサート プレミアム8,000円
SS席　6,800円

（株）夢グループ
☎0570－064－724
（10：00~18：00）

 ◆小ホール

8（土） 14：00～16：00 令和4年度 スズキ・メソード卒業演奏会 無　料 （公社）才能教育研究会
☎090－4231－7794（𠮷野）

9（日） 13：00～16：00
豊田市青少年のための
　　     パフォーミングアーツ協会AMEC
パフォーミングアーツコンテスト

無　料 寿恵野マーチングバンドTGF
☎0565－21－4494（近藤）

22（土） 13：00～16：00
豊田西高等学校吹奏楽部
第27回定期演奏会 無　料 豊田西高等学校吹奏楽部

☎0565－31－0313

23（日） 9：20～18：00 鈴木幹男歌謡教室 歌の祭典 無　料 鈴木幹男歌謡教室
☎090－3511－6536

30（日） 9：20～18：00 第5回カラオケ喫茶美美歌 感謝祭 無　料 カラオケ喫茶　美美歌
☎0565－41－7723

 ◆多目的ホール
前期：　6（木）
　　～　9（日）
後期：13（木）
　　～16（日）

10：00～18：00
（9日・16日17：00終了）

第１回豊田市民アート展 無　料 （公財）豊田市文化振興財団 文化事業課
☎0565－31－8804

 ◆展示室A
8（土）
9（日）

10：00～18：00
（9日16：00終了） フランスベッド工場直送フェアin豊田 無　料 フランスベッド（株）名古屋営業所

☎052－218－3027

15（土）
16（日） 10：00～16：00 第35回遠州古流 華展 無　料 遠州古流

☎0565－65－2611（小林）

 ◆展示室B
5（水）
～9（日）

9：00～17：00
（9日16：30終了） 第8回絵画グループ「おおぞら展」 無　料 絵画グループ「おおぞら」

☎0565－78－6664（天木）

14（金）
～16（日）

10：00～17：00
（16日16：00終了）

令和4年度 文化振興財団功労賞受賞記念
粕谷芳翠書作展 無　料 ☎090－2927－3145（粕谷）

 ◆展示室C
前期：　6（木）
　　～　9（日）
後期：13（木）
　　～16（日）

10：00～18：00
（9日・16日17：00終了）

第１回豊田市民アート展 無　料 （公財）豊田市文化振興財団 文化事業課
☎0565－31－8804

23（日） 10：00～11：50 市民デッサン会 1,000円 豊田美術連盟
☎090－1860－5963（吉岡）

 ◆展示室D
前期：　6（木）
　　～　9（日）
後期：13（木）
　　～16（日）

10：00～18：00
（9日・16日17：00終了）

第１回豊田市民アート展 無　料 （公財）豊田市文化振興財団 文化事業課
☎0565－31－8804

23（日） 10：00～11：50 市民デッサン会 1,000円 豊田美術連盟
☎090－1860－5963（吉岡）


