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※イベントは無料です。（一部除く）　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各イベントで内容の変更や人数制限を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

1月は 「伝統」 をテーマに色々なイベント
を開催します！
※1/1（土）～1/3（月）は休館日です。
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1月イベント情報

中央ステップ〈定員50名〉

2 0 2 2

今後増えていくことが見込まれる空き物件につい
て、地元の不動産オーナーや不動産会社・金融
機関の方々からその実態や融資制度等のお話・
意見を聞くことで、空き物件の活用・転用の仕方
について、より多くの人が考えられるきっかけと
なる機会を作ります。

第2回RENOVATION TALK
－自分たちでつくる
              「まち」でのくらし－

申込先／豊橋市まちなか活性課
☎ 0532-55-8101
現地受講（定員45名）・オンライン配信による受講共に
事前申込制、どちらも参加費無料。現地受講の申込者が
45名以上となった場合、抽選とします。

先  着
予約制

1/16 14:00～

ティーンズスペースで開催するユースウィーク連動
企画。最終日の30日(日)には、ティーンズに限らず
幅広い世代を対象とした、産婦人科医のお二人に
よるトークを中央ステップにて開催します。家庭で
の性教育に悩まれている親御さんもぜひどうぞ。
講師／伊藤加奈子（産婦人科医・ココカラウィメンズ
　　　クリニック院長）・宮本由記（産婦人科医・マミー　
　　　ローズクリニック）

ユースウィークトーク
1/30 13:00～日

人気ゲーム「刀剣乱舞」によってかつてない盛り
上がりを見せた刀剣について、 あの本多忠勝
愛用の「蜻蛉切」をはじめ、多くの名刀の展示
会に関わった経験のある学芸員が、 その 「伝説
的な逸話」と「日本刀の現実」 の違いについて
解説します。
話し手／岡村龍男（豊橋市図書館学芸員）
 

刀剣伝説のウソと本当

1/7 18:30～

毎月第３週の週末に行う館長企画。
館長の種田が、いま一番気になっている人、会って
みたい人、皆さんにぜひ知ってもらいたい人をお
招きし、ゲストとの共通項を軸にお話しします。
第一回のゲストは、田原市中央図書館長の是住久
美子さん。「館長」「移住者」という共通項を入り口
に、是住さんのヒューマンヒストリーにも迫ります！
ゲスト／是住久美子（田原市中央図書館 館長）

館長がいま会いたいひと

土1/22 14:00～日

新年にぴったりな、日本の伝統音楽をお届けし
ます。豊橋在住のプロ奏者による演奏をお楽しみ
ください。
演奏／田中風真（津軽三味線奏者）

まちなかミュージック
日本の伝統音楽
～津軽三味線の調べ～

1/9 14:00～日

金

1/15（土）～1/27（木）にアートスペースで行われる、
とよはしみんなのまちなか絵画展の表彰式を行い
ます。

とよはしみんなのまちなか絵画展
表彰式

土1/22 11:00～

「人を育てる街を育てる」をテーマにした、建築家
安藤忠雄氏によるトークイベント。穂の国とよは
し芸術劇場PLATの様子を中継します。

emCAMPUS EAST オープン記念

安藤忠雄氏講演会 ［サテライト会場」

1/25 18:00～火

お問い合わせ先／中部ガス不動産株式会社
☎0532-51-5800
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えきちか
駐車場
（公共第2）

まちちか
駐車場
（公共第1）

パーク500

駐輪場出入口

ホームページ▶

豊橋
郵便局

まちなか図書館
豊橋駅東口から
徒歩5分

https://www.library.toyohashi.aichi.jp/facility/machinaka/

公式Instagramで
最新情報を発信中！

豊橋市　まちなか図書館 検 索

〒440-0888  豊橋市駅前大通二丁目81番地  emCAMPUS EAST 2F・3F
● 電話番号／ 0532-21-5518　　● 開館時間／ 9：00～21：00
● 休 館 日／第４金曜日（祝日の時は前日）、年末年始、特別整理期間

豊橋市まちなか図書館
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ワークショップスペース

パフォーマンススペース

キッズスペース

ティーンズスペース

水

当日
先着順

豊橋筆の製造体験講座

1/9 日 13:00～、15:00～

豊橋の誇る伝統的工芸品「豊橋筆」の製造工程を体験
できる講座を行います。作った筆はそのままお持ち帰
りいただけます。
講　師／豊橋筆伝統工芸士会　
材料費／ 1,000円　対象／小学4年生以上
定員／各回10組（1組2名まで）

土

好きな本についてみんなと話したい！そんな人のための
ミニ・ミーティングです。もちろん聞くだけでもだいじょうぶ。
今回は世界的に著名な作家、村上春樹について。
お気軽にご参加ください。お相手はまちなか図書館
スタッフのROCK司書大林正智がつとめます。

図書館でおしゃべり with ROCK司書　
「村上春樹のここが好き！」

1/12 18:00～

お問い合わせ先／豊橋市中央図書館
☎ 0532-31-3131
申込は令和3年12月14日（火）から令和4年1月7日（金）まで、
ホームページのイベント予約システムまたは中央図書館
へ電話にて受付。

※読み聞かせの対象年齢は、【月曜日】0～1.5歳、
　【水曜日】1～3才、【土・日曜日】幼児・小学生です。

アマノミュージカル
スタジオ

国際交流協会

豊橋南高校

図書館スタッフ

読み手 日　時

1/30（日）   14:00～

1/10（祝）   10:30～
    16（日）   15:00～
    22（土）   15:00～
    24（月）   10:30～

1/19（水）    10:30～

1/8  （土）   14:00～

中高大学生を対象にした性教育イベントを開催します。
期間中は講師（産婦人科医）が常駐し、関連図書やパンフ
レットなどの展示を行います。土日には、講師との個別
相談もできます。（要予約、無料）  
講師／伊藤加奈子（産婦人科医・ココカラウィメンズクリニック院長）
　　　宮本由記（産婦人科医・マミーローズクリニック）
※個別相談の予約について、詳細はまちなか図書館ホーム
ページをご確認下さい。

ユースウィーク

1/25 ~30火 日

13:00～19:00

ジェネカフェ ［サテライト会場］
若手・中堅人材交流プロジェクト「ジェネカフェ」。話題
提供者の持ち寄るテーマを基に参加者間でフリートー
クを行うことで、幅広い知識をもった人材の育成と地域
企業の活性化に貢献します。今回の話題提供者は、技科
大准教授 松尾幸二郎さんです。サイエンスコアの様子
を、パフォーマンススペースにて中継します。
ゲスト／松尾幸二郎
　　　（豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授）

1/21 18:00～20:00金

主　催／社会人キャリアアップ連携協議会
主会場／サイエンスコア
詳細等変更になる可能性がございますので、

最新情報はこちらをご確認ください。▶

伝統にふれる
水引でしおりを作ろう！

1/15
10:00～12:00、14:00～16:00

ご祝儀袋に使われる色あざやかな飾り紐を使って、本の
しおりを作ってみませんか。

定員／各回8名

当日
先着順

おはなし会
色んなゲストをお呼びして大型絵本や紙芝居の読み
聞かせをします。一緒に絵本の世界を楽しもう！ 

敷居が高く、難しそうなイメージがある能楽。実は誰で
も気軽に楽しむことができます。座学や動画鑑賞、簡単
な体験を通して、伝統芸能に親しむきっかけとしていた
だけるようなプログラムをご用意しています。
講師／文化サロン汽水域 主宰 伊藤秀子

伝統芸能「能楽」に親しむ

1/29 15:00～土 相談室2相談室2

1/14
18:00～19：00 19:15～20：15

よろず経営相談はじめました！
普段はemCAMPUS４Fで経営相談をしている愛知県
よろず支援拠点さんがまちなか図書館で出張経営相談
を行います！この機会に是非ご相談を。
相談役／愛知県よろず支援拠点・豊橋サテライト
　　　　サテライトチーフコーディネーター 松井 督卓
定　員／各回1名
申込は12月25日（土）朝9時から、ホームページのイベン
ト予約システムにて受付。

アートスペース

障害のある方たちの日頃の文化芸術活動の成果
を示す作品や、趣味や技術を生かした作品、リハ
ビリテーション活動の中で制作した作品の展示を
行います。作品には様々な感情がこめられています。
障害のある方が想いをどう表現されているのか感
じてみてください。

1/15（土）～1/27（木）

とよはしみんなのまちなか絵画展

今回で20回を迎える「とよはしまちなかスロータ
ウン映画祭」のあゆみを上映作品ポスターや資料
とともに振り返ります。 「まちなか」とともに歩んだ
名画の数々を是非ご覧下さい。

1/29（土）～2/17（木）

とよはしまちなかスロータウン映画祭
２０回のあゆみ展

昭和48年まで続いた高度経済成長期に大きく
発展した豊橋の中心市街地、通称「まちなか」。
当時のまちなか図書館の周辺を写真パネル等で
紹介します。

1/４（火）～1/13（木）

昭和懐古
～高度経済成長期のまちなか風景～

定員／ 10人程度

先  着
予約制

F

先  着
予約制

金


