
■ ラグビーワールドカップ／豊田スタジアム・試合日程

DAY TIMEMATCH

9月23日（月・祝） 19：15～ウェールズｖジョージア

9月28日（土） 南アフリカｖナミビア 18：45～

DAY TIMEMATCH

10月5日（土） 日本ｖサモア 19：30～

ニュージーランドｖイタリア 13：45～

感
動
と
興
奮
の

4
日
間
を

お
も
て
な
し
の

心
で
包
も
う
！

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭの

試合開催４日間を中心に、豊田市の魅力が詰まった

おもてなしイベントを市内各所で実施！

秋風に誘われ、豊田市の伝統文化・

グルメ・アート・先端技術等を体感してください！

10月12日（土）

実施時間はイベント会場により異なります
会場：豊田市駅前・矢作川河川敷・市内各地域

9月23日（月・祝）｜9月28日（土）
10月5日（土）｜10月12日（土）

ガイドブックGUIDE BOOK



西川千雅氏（日本舞踊西川流四世家元）演出による
豊田市の四季の魅力をアピールするテーマプログラムをはじめ、
豊田市の文化団体が、趣向を凝らしたステージでおもてなし！

豊田市のさまざまなジャンルの文化芸能団体が、
ステージプログラムの多 彩な魅力を発信！

体験プログラムもあります。

駅東口まちなか広場 ＷＥＬＣＯＭＥ おもてなしステージ

13:00-13:30
豊田三曲会
筝演奏

13:30-14:00
菊香流菊香会
日本舞踊

14:00-14:30
豊田市立堤小学校郷土芸能部
西山万歳

14:30-15:00
花柳流うた紅会
日本舞踊

15:00-15:30
豊田吟剣詩舞道連盟
詩吟・剣舞・詩舞

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

15:00-16:00 豊田市棒の手保存会

14:45-15:00 オープニングセレモニー

16:00-16:30

歌舞伎所作体験
豊田市農村歌舞伎連絡協議会16:30-17:00

隈取り体験
豊田市農村歌舞伎連絡協議会

17:00-17:30 とよた己書（おのれしょ）描こまい隊

豊田市少年少女合唱団17:40-18:10

【西川氏演出】テーマプログラム「秋」 
芳泉会

才能教育研究会豊田支部
弦楽演奏
豊田オペラグルッポ
オペラ劇
ラボ・パーティ
英語劇
コール結
合唱劇
豊田市少年少女合唱団
合唱演奏

17:00-18:00 舞台見学

豊田バレエ協会
クラシックバレエ
ハーラウ フラ ハーライ オ ピハナ
フラダンス
和紙のふる里太鼓
太鼓演奏

コンサートホール 能楽堂 コンサートホール 能楽堂

コンサートホール 能楽堂 コンサートホール 能楽堂

能楽堂舞台体験
能面体験

13:00-13:30
琴生流菊八重会
大正琴演奏

13:30-14:00
長唄しずくの会
長唄

14:00-14:30
沢井筝曲院こばやし会
筝演奏

14:30-15:00
豊田日舞協会
日本舞踊

15:00-15:30

15:30-16:00 能楽堂舞台体験
能面体験16:00-16:30

16:30-18:00

15:00-16:00 豊田市棒の手保存会

16:00-16:30
三味線体験 等
芳泉会

16:30-17:00
人形浄瑠璃の発表とレクチャー
小田木人形座
【西川氏演出】テーマプログラム「冬」
早川流やぐら太鼓17:15-17:45

17:45-18:15

18:15-18:45 豊田市ジュニアマーチングバンド

18:45-19:30 ＰＲ動画等放映

舞台見学

生協ポップスジャズハード
ジャズ演奏
豊田市ジュニアオーケストラ
クラシック演奏
松平高等学校わ太鼓部
太鼓演奏
もてぎ三絃道
三味線演奏
早川流やぐら太鼓保存会
太鼓演奏
チェロを楽しむ会
クラシック演奏
豊田市ジュニアマーチングバンド
マーチングパフォーマンス

豊田市ジュニアオーケストラ

15:00-16:00 豊田市棒の手保存会

16:00-16:30
民謡体験
芳泉会

16:30-17:00
隈取り体験
豊田市農村歌舞伎連絡協議会

豊田吟剣詩舞道連盟

豊田市華道連盟

【西川氏演出】テーマプログラム「春」
豊田吟剣詩舞道連盟

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00 豊田書道連盟

19:00-19:30
アカペラ
トヨタフェスティバル実行委員会

19:30-20:00 ＰＲ動画等放映

能楽堂舞台体験
能面体験

10:00-10:30
芳泉会
民謡

10:30-11:00
豊田邦楽舞踊協会
日本舞踊

11:00-11:30
豊田竹友会
尺八演奏

11:30-12:00
芳琳流柏会
日本舞踊

12:00-12:30

12:30-13:00

猿投台リトルハーモニー
合唱演奏
アンサンブルコローレ
器楽演奏
井上めぐみ・北野美幸・麻生真理
器楽演奏
大島晶子・市野啓子
ピアノ演奏
徳岡めぐみ
パイプオルガン演奏
ハラウ アイナ ホオプカ エ カ ラー
フラダンス

11:00-12:00 豊田市棒の手保存会

豊田木遣愛好会

筝曲
豊田東高等学校

12:00-12:30

12:30-13:00
【西川氏演出】テーマプログラム「夏」
青桐の会

WE LOVE とよた サポーターズ大集合

13:00-13:30

13:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:30

ＰＲ動画等放映

豊田市剣道連盟

18:10-18:40

18:40-19:10
ヨーロッパ民謡
Trip nostalgia

19:10-19:40
津軽三味線
三河のつるかめ

19:40-20:00 ＰＲ動画等放映

9月23日（月・祝）

10月5日（土）

9月23日（月・祝）

10月5日（土）

9月28日（土）

10月12日（土）

9月28日（土）

10月12日（土）

13:00-13:30
琴伝流大正琴弦洲会豊田支部
大正琴演奏

13:30-14:00
西川流鏡会
日本舞踊

14:00-14:30
豊田東高等学校筝曲部
箏演奏

14:30-15:00
Ｋｉｒｓcｈｂｌüｔe
バイオリン演奏

15:00-15:30

15:30-16:00

能楽堂舞台体験
能面体験

16:00-16:30

16:30-18:00 舞台見学

トヨタ自動車合唱部
合唱演奏
豊田いつき会
オカリナ演奏
MAI JAPAN
コンテポラリーダンス
トヨタ自動車ギターマンドリンクラブ
ポップス演奏
天太鼓舞夢一座
太鼓演奏
寿恵野マーチングバンドＴＧＦ
マーチングパフォーマンス
豊田市民合唱団
合唱演奏

渡辺民謡会
津軽三味線演奏
二世井上松次郎
狂言（棒縛とレクチャー）

●ステージプログラムの時間、演目、団体等は、都合により変更になる場合もあります。予めご了承ください。 ●ステージプログラムの時間、演目、団体等は、都合により変更になる場合もあります。予めご了承ください。

参合館  コンサートホール・能楽堂（8 階～ 10 階） おいでんアートおもてなしフェア



●グリーンアートボード販売
植物を使って、黒板の上に自分だけのアートを作るグリーンアートボード。ご購入いただい
た方には講師の指導による製作体験ができます。

●オリジナル間伐材うちわ販売
豊田市の地域材で作ったオリジナルうちわを販売。購入者には装飾体験をプレゼント！

●トラックガーデン
トラックの荷台を小さな庭に！とてもおしゃれなフォトスポットです♪

自然とのふれあいをテーマとしたグッズ販売やワークショップに注目！ 誰にでも優しい未来社会を体感してください。

●「さわれる地球」の展示
次世代のデジタル地球儀「さわれる地球」を自由に動かして、地球のダイナミズムを体感しよう！

●FCバス「SORA」の展示
新型FCバス「SORA」を展示！もちろん車内もご見学いただけます♪

●コミュニケーションロボット「ミニだら」の展示及び実証実験
この地方の方言「だら」しか話せないロボットと人がコミュニケーションを取るには？そんな実
証実験を行います！　たくさん話しかけて実証実験にご協力ください♪

●パーソナルモビリティ試乗会
未発売の最先端パーソナルモビリティに試乗できる貴重な機会です！
試乗して、ミライの暮らしを体感してください♪
●時間／11：00～17：00（最終日のみ13：45に終了）

豊田市の魅力が詰まった体験型のおもてなしがいっぱい！
WELCOME とよたフェスタ

アート＆クラフト、アンティーク、ワークショップなど、
盛りだくさんのマーケット！

Toyota Street Market

●おもてなし体験
バイオリンやチェロの演奏体験、御殿まりと根付けづくり、グル―ガンでオブジェづくり、日本
の遊びを体験、大正琴体験、書道体験「扇子に筆で字を書く」、「盆石」砂と石で表現された
アート体験、霧吹きを使って描くシルエット、銭太鼓で遊ぼう！、着物を着て三味線体験、振袖
の着付け体験、他

●おもてなし展示
日本画、写真、俳句、押し花・グラスアート、花展、万国旗で装飾、豊田市紹介ビデオ、書道、革
工芸などの展示

●農産物ＰＲセンター（１階）
豊田市の農産物を観る、手にする、食べることによる総合的なＰＲを行います。体験コーナーも
用意しています。

●とよたの特産品展（１階）
地元食材を用いた和菓子、洋菓子、お茶などの特産品に加え、地元職人による手作りのオカリ
ナや風鈴などの工芸品も販売。豊田市の「いいモノ」をぜひ手にしてください。

●ミライのものづくりを感じよう！（２階）
空飛ぶクルマに案内ロボット、ものづくりのまち豊田市が誇る最先端技術で未来を感じてくだ
さい！

●とよたの魅力体験ブース（２階）
ガラスを使った世界に一つだけのオリジナルハンコやオリジナルウッドストラップ、猪や鹿の角
や皮を使ったアクセサリーづくりなど、さまざまな体験ブースでお楽しみください。

●ウッディーラー豊田フォトブース（２階）
「日本」をテーマにイベント用フレームをディスプレイ。記念のフォトブースとしてご利用いただ
けます。

●FMX ショーケース
世界で活躍する国内トップレベルの FMX
（フリースタイル・モトクロス）ショーケース
を和のおもてなしを織りまぜて開催します！
開催日時／ 9 月 23 日（月・祝）

15:15 ～ 17:45

矢作川フェスタ 水辺空間の開放感を存分に楽しんでいただけるイベントに、心ウキウキ！

おいでんアートおもてなしフェア 美術、伝統工芸、音楽など、豊田の文化団体による体験・展示等をお楽しみください！

市内の飲食店の出展や、豊田市にちなんだ各種メニューがいっぱい！

五平餅、アユの塩焼き、猪フランク、ソーセージ、地元食材を使用した唐揚げ、カレー、ハンバーガー、ぎょうざ、うなぎのから
くり焼きなど、食欲の秋を彩るメニューに舌鼓！また、ビール、ウィスキーソーダ、ハイボール、ソフトドリンクに加えて、10月12日（土）
に限り、豊田市の地酒を堪能できる TOYOTA SAKE BAR を出展。

●アフリカン FES
アフリカ大陸マリ出身の非常に稀有なバン
ド「タミクレスト」による演奏と、アフリカ
ンダンスとアフリカ楽器による練り歩き等を
行います。
開催日時／ 9 月 28 日（土）

14:45 ～ 17:15

●日本の伝統音楽
阿波踊り太閤連、じゃんがら念仏踊り、沖
縄エイサー、獅子舞など、日本の伝統芸能
を中心に披露します。
開催日時／ 10 月 5 日（土）

15:30 ～ 18:00

●地元を中心とした文化
三河、設楽の和太鼓チームや、大沼小学
生雅楽など地元の伝統文化を中心に披露し
ます。
開催日時／ 10 月 12 日（土）

9:45 ～ 12:15

豊田市駅前から豊田スタジアムまでおもてなし満載！豊田市の自然、伝統、食から未来体験まで、わくわくする展示・体験・販売等がいっぱいです！

ＧＡＺＡ南広場

駅 前 通 り

駅前ロータリー

千 石 公 園

まるごと とよた展 「とよたを観る・体験する・手にする」をテーマに、特産品販売と各種体験で豊田をアピール！

参合館　コンサートホール・能楽堂（８階～ 10 階）

参合館　アトリウム（１・２階）

開催日時／

開催内容／

9月23日（月・祝）　11：00～19：00
10月12日（土）　11：00～17：30
小原和紙をつかったワークショップ、矢作川に生息する生物を見て触れられる
コーナー、昔から受け継がれてきたものづくり体験、筆文字の体験、地元産の野
菜・果物等の販売、トンボ玉をつかったアクセサリーの販売、ミニ四駆体験、tag 
rugby体験、こども縁日など、豊田市のいろいろな魅力が味わえる！

開催日時／

開催内容／

9月28日（土）　11：00～18：30
10月5日（土）　11：00～19：15
アクセサリー、陶器、布・革・ガラス・木製のお洒落な小物・雑貨、服や帽子、ドライ
フラワー、焼き菓子やケーキ、サンドイッチやベーグル、おむすびやお惣菜等、バラ
エティーに富んだ販売ブースとさおり織機体験や日本の正月飾りのしめ縄のワー
クショップなども行われ、1日中楽しめる空間！

グリーンアートボード コミュニケーションロボット さわれる地球 燃料電池バス SORA

４日間呈茶（抹茶の振
る舞い・無料）があり
ます。

８階能楽堂ロビー

地酒の振る舞い（有料）があります。期間は、23日
と28日の2日間です。23日は花の生け込みパ
フォーマンスなども観ることができます。

スタンプラリーを実施します。
ポイントがたまったら、先着で
記念品をプレゼントします。

来場者に先着で歌舞
伎隈取りシールをプレ
ゼントします。

9階交流ロビー

開催日時／9月23日（月・祝）　11：00～19：00
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おもいやりシャトルのりばイベント会場 バス・タクシーのりば

おもてなしスタンプスポット とよたびグルメスタンプスポット手荷物預かり所 コインロッカー喫煙所トイレ とよた下町おかみさん会スタンプスポット

日本文化体験（コンサートホール・能楽堂）

五平餅や鮎、ジビエ、地酒など、豊田市にちなんだメ
ニューがいっぱい！まち歩きをしながら、休憩や食事
をお楽しみください。

GAZA 南広場

愛知県・豊田市の日本酒が勢ぞろい。地元豊田の蔵
元さんとお話しながら、豊富な地酒の飲み比べをお
楽しみいただけます。
※9/23、28のみ開催

コンサートホール（豊田参合館 9 階交流ロビー）

外国人おもてなしプログラム

おもてなしスタンプラリーまちなかウエルカムショッピング スタンプラリー

マーケットイベント＆
次世代モビリティ試乗体験豊田市の産業＆文化のＰＲエリア

楽 しいスタンプラリー が いっぱ い！

期日／
会場／
内容／

９月２３日（月・祝）、２８日（土）、１０月５日（土）、１２日（土）
豊田市コンサートホール・豊田市能楽堂
茶道、三味線演奏、着物着付、ウッドクラフト、
革細工、チェロ演奏、日本舞踊、書道、木目人
形づくり等の体験

ステージ
「和」と「豊田市の四季」をテーマに、西川千雅氏が演
出する各種プログラムを展開。市内の文化団体も加
わりおもてなしパフォーマンスを披露します。
インフォメーション
まちなかをはじめ市内各所で行われるおもてなしイ
ベントの情報をご案内します。

とよたグルメが目白押し！
飲食エリア

駅東口まちなか広場

駅前ロータリー、駅東口まちなか広場など、おもてなしエリア4か
所のスタンプを集めて一つの絵を完成させる「重ね捺しスタンプ
ラリー」を実施。完成したカードは記念としてお持ち帰りいただけ
ます。
●スタンプラリーカードの配布は駅東口まちなか広場内インフォ
メーションにて実施。

●どこからスタートしても問題はありませんが、スタンプを押す時
は天地左右に注意して押してください。

とよたびグルメスタンプラリー＆クーポン

参加店舗のお店を１箇所利用してスタンプを押してもらうとオリジナルノベル
ティがもらえる、超簡単なスタンプラリー！お得なＬＩＮＥクーポンも必見です！
おもてなしスタンプラリー（左記紹介）カードの空きスペースに、参加店舗
からスタンプを押してもらうだけ。駅東口まちなか広場のインフォメーション
または、ファンゾーン（スカイホール豊田）のツーリズムとよたブースでスタ
ンプを見せればツーリズムとよたオリジナルノベルティをプレゼントします。

ボトルワインのプレゼントやドリンク
サービス、ご飲食代の割引などお得に
使えるクーポンを配信！

①名鉄トヨタホテル
　●シーズナルキッチン「ル・ボナール」
●中国料理「万陽華」

②ホテルトヨタキャッスル
●オールデイダイニング「ＷＩＮＤＳＯＲ」
●鉄板焼き「ＤＡＮ」
●中国料理「桃園」　

③Ｂｕｌｌｓｈｉｔ
④タイレストラン タニサラ
⑤タイ料理ダイニングバー
　コンケーン酒場
⑥ブービーズ ＴＯＹＯＴＡ
⑦晴晴゛

次世代モビリティの試乗体験や自然と触れ合うワー
クショップが楽しめます。

駅前ロータリー

ステージ＆インフォメーション

豊田参合館

豊田市の産業（農業・商業・工業）のＰＲとして、特産
品展や体験、最先端技術の展示をします。

まるごと とよた展 【アトリウム（1・2階）】

豊田市のさまざまなジャンルの文化団体が、ステー
ジや展示でおもてなしします。

おいでんアートおもてなしフェア
【コンサートホール・能楽堂（8階～10階）】

アート＆クラフト、アンティーク、フード、ワーク
ショップなど、盛りだくさんのマーケット！

駅前通り（歩行者天国）
Toyota street market（9/28、10/5）

豊田の魅力満載の体験型のおもてなしがいっぱい！
WELCOMEとよたフェスタ（9/23、10/12）

9/20,23,28,10/5,12,13,19,20,26,27,11/2
ラグビーワールドカップの試合をみんなで応援する
パブリックビューイング、公式グッズの販売をはじ
め、ラグビートークショーなどのステージやラグビー
体験を行います。

スカイホール豊田

三河地区でも有数の挙母祭りは、豊田市駅から豊田
スタジアムへ向かうエリアを含む豊田市のまちなか
で江戸時代から続く秋まつり。まちなかの８つの町の
「山車」が大量の紙吹雪と掛け声とともに練り歩く様
が圧巻です。10月12日は、駅前通りに隣接する「喜
多町」の山車蔵が開放され、愛知県と豊田市の有形
民族文化財にも指定されている「山車」をご覧いただ
くことができます。

挙母祭り「山車」

車いす利用者、障がい者手帳保有者、長距離歩行に
不安のある人（ご高齢の方、妊娠中の方など）を対象
とした無料のシャトルバスです。原則、付添者1人ま
で同乗できます。
●利用料／無料（事前の予約は必要ありません。）
●運行時間／豊田スタジアムの試合時間などに合

わせて、1時間に1～2本を運行予定

おもいやりシャトル

ラグビーワールドカップ2019™ 
ファンゾーンｉｎ愛知・豊田 

水辺空間の自然を背景に、世界・日本各地の音楽や
伝統的なダンスをはじめ、スリリングなフリースタイ
ルモトクロスなどのフェスティバルイベントを開催！

千石公園
矢作川フェスタ

参加費：無料（一部有料）

有料

日本文化体験（国際交流協会）

期日／

会場／

内容／

９月１４日（土）～１０月２０日（日）（月曜日と
ラグビーワールドカップ2019TMの開催日を除く）
豊田市国際交流協会
（豊田産業文化センター３階）
茶道、折り紙、着物の着付け、習字、絵手紙、
生け花、竹風車づくり等の体験

駅東口まちなか広場インフォメーション
または、豊田市国際交流協会へ
（豊田市近代の産業とくらし発見館ツアーは除く）

0565-33-5931
E-Mail：tia@hm.aitai .ne.jp

参加費：50円～700円

●七州城見学ツアー

期日／
会場／
内容／

９月１９日（木）、２０日（金）、１０月３日（木）、１０日（木）
七州城
豊田市の七州城の隅櫓と、城公園の案内

●能楽堂探検
期日／
会場／
内容／

９月２１日（土）
能楽堂
能楽師による能楽堂の案内と能体験

期日／9月14日（土）～10月20日（日）（各店舗の定休日は除きます）
とよた下町おかみさんの会所属の12店舗と豊田市コンサートホール・
能楽堂の中から、３か所訪問でクリアファイル、5か所訪問でエコバッグ
を進呈します。
●スタンプラリーカードの配布は駅東口まちなか広場内インフォメー
ションと参加店舗にて実施。

参加費：無料

●ラムサール条約湿地バスツアー

期日／
会場／
内容／

１０月１３日（日）
矢並湿地
ラムサール条約に登録された豊田市の矢並
湿地を訪れるバスツアー

参加費：無料

お問い合わせ・お申し込み

まちなか英語ツアー
●豊田市近代の産業とくらし発見館ツアー

期日／
会場／
内容／

９月２３日（月・祝）、２８日（土）、１０月５日（土）、１２日（土）
豊田市近代の産業とくらし発見館
鎧・姫衣装着用、縄文ミサンガ作り・蚕（カイコ）
の繭を用いた工作、豊田市の歴史展示

参加費：無料

参加費：500円
参加店舗

参加店舗

⑧飲み喰い処 ろく
⑨長崎五島 ろく丈
⑩ＨＡＲＵ
⑪ＲＯＫＵ ＫＡＮＤＡ
⑫まめあん 駅前店
⑬まめあん 駅南店
⑭満福支店
⑮蔵カフェ＆マルシェ「ころも農園」

①柴宗呉服店
②十一屋雑貨店
③山内写真場
④光明堂仏壇店
⑤HAIR&ESTE AI
⑥メガネのひえの
⑦SUSHI DINING
　とんぼ西町店

①駅前ロータリー
②駅東口まちなか広場内
　インフォメーション
③豊田参合館アトリウム
　（1階）
④豊田市近代の産業と
　くらし発見館

スタンプポイント

ツーリズムとよた
公式ＬＩＮＥもチェック！

ツーリズムとよた
オリジナルノベルティ

が目印です。
が目印です。

が目印です。

外国人対象

外国人対象

外国人対象

外国人対象

外国人・日本人対象

外国人・日本人対象

LINEクーポン

LINEクーポン

LINEクーポン
LINEクーポン

LINEクーポン

LINEクーポン

LINEクーポン

★前日までに申込が必要

★前日までに申込が必要

★前日までに申込が必要

主催／とよた下町おかみさん会 主催／豊田市 主催／ツーリズムとよた

※参加人数に限りがあ
りますので、お一人様
1回のみのご参加と
なります。

⑧コスメティックハウスナガタヤ
⑨石川屋
⑩和ギャラリー 川平屋
⑪ディスカウントショップ珍品堂
⑫三浦貴金属店（竹生町2-3-5）
※⑫は地図上にありません
●豊田市コンサートホール・能楽堂



■ 本件に関するお問い合わせ／
〒471-8501豊田市西町3-60 ＴＥＬ：0565-34-3360 ＦＡＸ：0565-34-6681 Ｅ-MAIL：keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp

豊田市役所 経営戦略部 経営戦略課

その他の会場でも、おもてなしイベント盛りだくさん！

山間地域の自然の魅力がいっぱい！

イタリア・ニュージーランドラグビー博物館  特別展

Cattolica PIAZZA ITALIA Toyota（カットリカ・ピアッツア・イタリア・トヨタ）

小原マルシェ

会期／
会場／
内容／

９月20日（金）～10月12日（土）　午前10時～午後6時
松坂屋豊田店 ８階催事場　「サンシャインホール」
・イタリアとニュージーランドのラグビー博物館が保有する   
ジャージ等の展示 
※両ラグビー博物館の保有するジャージ等が日本で展示さ
れるのは初めて

・豊田スタジアム試合国・地元企業などによる物産コーナー
・姉妹都市ダービーシャーに関する展示、他

会期／
会場／
内容／

10月6日（日）　午前11時～午後6時30分
豊田参合館前広場、GAZA南広場、駅東口まちなか広場
オペラ歌手によるコンサート、イタリア料理を作りながら
トークを行うクッキングトークショー、イタリア代表選手と
のファンミーティングなど

マザー・テレサ写真展

会期／
会場／
内容／

9月23日（月・祝）～10月12日（土）
午前10時～午後6時（9月22日のみ午後1時～午後6時） 
KiTARA４階 Mスペース
生前のマザー・テレサ、マザー・テレサの教え、国葬の様子など、貴重な写真を展示

ラグビー関連展示「ラグビーをトコトン楽しむ！」

会期／
内容／

9月1日（日）～10月19日（土） 　　会場／豊田市中央図書館
ラグビーの歴史やルール、選手の自伝などの図書を幅広く展示。

クリムト展  ウィーンと日本 1900

会期／

会場／
内容／

7月23日（火）～10月14日（月・祝）
午前10時～午後5時30分 （入場は午後5時まで）
豊田市美術館
19世紀末、ウィーンを代表する画家クリムトの歿後100年、日本オースト
リア友好150周年を記念する展覧会。ベルヴェデーレのコレクションを核
に日本では過去最多となるクリムトの油彩画25点以上を集め、同時代に
活躍した画家たちの作品や資料なども合わせて紹介する。

豊田市が誇るクリエイター近藤和久作品展

会期／

会場／
内容／

会期／

会場／
内容／

９月20日（金）～10月14日（月・祝）　午前10時から午後８時まで
※豊田市中央図書館の閉館日は除く
豊田市中央図書館５階企画展示コーナー
機動戦士ガンダムをモチーフにした数々の漫画や作品を発表している豊
田市在住の近藤和久氏による、原画や自ら製作したガンダム模型を多数
展示。その他、アンケートに答えると限定ポストカードをプレゼント。

1 フロア 1 国運動

会期／
内容／

9月11日（水）～10月15日（火）　　会場／松坂屋豊田店
8階催事場で実施の「イタリア・ニュージーランドラグビー博物館特別展」をメインに、
全館をラグビーワールドカップ一色に染めあげます。
1階には、ウェールズコーナー（9月18日（水）から）を設置し、ビール、水、アップル
ジュース、チーズ、ウィスキーなどの販売と各商品に関連するウェールズの文化を発
信。他にも［2階ニュージーランド］［3階南アフリカ］［4階イタリア］［5階ジョージア］
［6階ナミビア］と、各フロアで応援国の文化を発信します。

桜城址シネマ

会期／
会場／
内容／

10月6日（日）　午後6時頃～
桜城址公園
公園内の石垣に映画を上映します。屋外で
食や映画を楽しみましょう！（無料・自由席）
上映作品：『ティファニーで朝食を』

ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ ＴＯＹＯＴＡ ＣＩＴＹ

会期／

会場／
内容／

9月10日（火）～10月20日（日）
午前9時～午後5時（9月23日・28日、10月5日・12日は午後7時15分まで開館）
※展示：9月10日～10月20日
　体験：9月23日・28日、10月5日・12日
　午前9時～午後4時30分
豊田市近代の産業とくらし発見館　第２展示室／学習室
〈とよたの歴史ミニ展示〉
（１）市内遺跡から出土した縄文時代～古墳時代の出土品の紹介
（２）スタジアム近くに位置する寺部を支配した渡邉半蔵守綱の紹介

渡邉守綱像・長篠合戦図屏風（いずれも複製） 等
※長篠合戦図屏風、9月21日～10月6日の期間、実物を郷土資料館で展示

（３）近・現代の産業、特に養蚕業から自動車産業への流れを紹介（常設展）
〈Experience HISTORY OF TOYOTA CITY（豊田市の歴史を体験！）〉 
鎧・姫衣装着用、縄文ミサンガ作り、蚕（カイコ）の繭を用いた工作 等

会期／
会場／
内容／

9月29日（日）
小原交流館
住民や近隣事業者
による飲食物の販売
や物販

香嵐渓もみじまつり

会期／

会場／
内容／

11月1日（金）～11月30日（土）
日没～午後9時まで（ライトアップ）
香嵐渓
飯盛山ライトアップ、竹灯りの香積
寺、Jazzナイトin香嵐渓などのイベ
ントを開催

とよた三河高原アドベンチャー

会期／
会場／
内容／

9月21日（土）～10月14日（月・祝）
三河湖及び周辺施設
三河湖周辺にて気球やMTB、カ
ヌーなどのアクティビティ体験

バス１日乗り放題チケットを販売！
【販売期間】
紙券面：令和元年８月２４日（土）から１０月２７日(日)
電子券面：令和元年８月２８日（水）から１０月２７日(日)

お得なチケット情報

豊田市をもっと便利に周遊しよう！
●期間限定で日帰りバスツアーを開催予定。五平餅1本付きの豊田半
日観光ツアー5000円～は、足助エリアやトヨタ会館をめぐる。  

●タクシーでラクラク市内観光を楽しめます。

バス・タクシーツアー

笹戸温泉じねんじょ・
もみじまつり

会期／

会場／
内容／

1 1月1 6日（土）・
17日（日）
笹戸会館
じねんじょ販売等も
行うお祭りイベント

地方ラリー選手権シロキヤラリー in 豊根・豊田【INABU】

会期／
会場／
内容／

10月5日（土）・6日（日）
どんぐりの里いなぶ周辺～大井平公園
地方ラリー選手権競技の開催。併せ
て、アスレチック体験や飲食物販等イ
ベント等を開催

イタリアフェア

【利用期間】
9・10月の土日祝とよたおい
でんバス、名鉄バス（赤池駅
やみよし市、豊田市以外等
での利用は不可）

あいちトリエンナーレ２０１９

8月1日（木）～10月14日（月・祝）　午前10時～午後6時
（一部の会場は午後5時又は午後5時30分まで）
豊田市駅周辺、豊田市美術館
３年に１度開催される国内最大規模の国際芸術祭。４回目と
なる今回は、豊田市で初めての開催となり、まちなかに展示さ
れた現代アート作品をお楽しみいただけます。

バス1日乗車券 豊田市1日乗車券  で検索

Asoview! 豊田 バスツアー  で検索

観光タクシープラン ツーリズムとよた  で検索
観光タクシー

プラン

バス1日
乗り放題チケット


