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　市では、平成25年１月から「とよかわ 人の輪 地域の和」を
キャッチフレーズに市制施行70周年記念事業を実施していま
す。これまで、各種関係機関や団体、企業などのご協力をいた
だきながら推進してきました全84事業も、いよいよ３月でフィ
ナーレを迎えます。
　今回の特集では、これまでに実施された事業を写真や事業一
覧などで振り返るとともに、豊川いなり寿司フェスタなど３月
に開催する催しをお知らせします。
　詳しいことは、企画政策課（89－2126）へ、
お問い合わせください。

市制施行市制施行
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20日	名古屋フィルハーモニー交響楽団	
　　		ニューイヤーコンサート

御津中学校	３年

山田	朋香

みんなの笑顔や元気があふれた７０周年
　平成 25 年１月から始まった市制施行 70 周年記念事業は、いろいろな方の
ご協力により開催され、そこには笑顔や元気があふれていました。
　ここでは、平成 26 年２月までに行われた事業を写真や一覧で振り返ります。

記念事業一覧

１月 JANUARY

とよかわ 人の輪 地域の和

Time Line

３月 MARCH

16日〜4/14	描かれた日本の美さくら展
25日〜4/13	とよかわ桜まつり
31日	書道パフォーマンス
31日	仁王さまの童謡を歌う会

４月 APRIL
	１日	御油松並木公園オープン
	１日	機関誌「Silverとよかわ」シリーズ
　　		「とよかわ今昔物語」連載開始
11日	豊川市コミュニティバス利用
							促進事業

６月 JUNE

５月 MAY
	7日〜1/26	ふれあいみんなの芸術祭
11日	愛知県・豊川市植樹祭
25日	子ども映画鑑賞会
25日・26日	市民まつり｢おいでん祭｣

	１日	市制施行70周年記念式典
	１日	市勢要覧発行
	１日	「はじまりの体操」普及啓発
							キャンペーン開始
	１日	プラネタリウム記念番組上映開始
	２日	豊川リレーマラソン
	３日〜14日	市制70周年にちなむ切手展
	８日〜8/2	わくわくまちなか未来会議
	９日	豊川市障害者（児）体育祭
12日	さだまさしコンサートツアー
16日	千住真理子・長谷川陽子・仲道郁代
　　　クラシックコンサート「女神たちの
　　　愛のうた」
29日	地域福祉活動推進セミナー
30日	音羽寄席「一之輔・文菊二人会」

市制施行70周年記念式典
市の発展に貢献された方に感謝するとともに、高校生のパフォーマンスな
どにより、未来へのさらなる飛躍を誓う式典を開催しました。

豊川リレーマラソン
チームでタスキをつなぎながら、
42.195㌔を走りました。

書道パフォーマンス
畳12枚分の紙に、「おめでとう70才」と書い
て祝いました。

名古屋フィルハーモニー
交響楽団ニューイヤー
コンサート

さん

2013

2013/06/01

2013/06/02 2013/03/31

Review 

これまでに開催された記念事業を一覧で
振り返ります。

名フィルの方と一緒に演奏した貴重な経験
は、中学 3年間のたいせつな思い出です。
プロの演奏家のオーラや演奏技術への驚き
や感動、他校の参加者との交流は、とても
勉強になりました。

（御津町）

2013/01/20
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	１日	ご当地ナンバープレート交付開始
	８日	政治経済講演会
	９日〜16日	姉妹都市提携35周年記念・
　　	市民使節団の派遣
14日	ＮＨＫハートフォーラム
20日〜9/1	最新フルドーム全天周映像で		
									みる星空の世界
21日	赤塚山公園20周年記念事業
								「あかつかやま公園	夏まつり」

７月 JULY

８月 AUGUST

９月 SEPTEMBER

	４日	ＮＨＫのど自慢（予選会：8/3）
	５日	あの夏を想う集い
	７日〜18日	豊川海軍工廠展
17日	稲川淳二の怪談ナイト
18日	ゆうあいの里夏まつり
24日	市民まつり｢豊川手筒まつり｣
24日	福祉チャリティーバザー
24日〜9/8	夢に向かって〜羽ばたこう
　　 未来へ〜小惑星探査機「はやぶさ」
　　　展示会（講演会：8/29）
31日	東海学生陸上競技夏季大会及び		
								全日本大学女子駅伝対校選手権
								東海地区選考会
31日〜9/1	カルフェス（12/7・8も開催）

	14日	世界アルツハイマーデー記念講演
14日・15日	とよかわ生涯学習フェスタ
15日・22日	ＪＡひまわり杯少年サッカー
									大会
20日	交通安全啓発事業
20日・21日	かわしんビジネス交流会
21日	天平ロマンの夕べ
23日	エネエネわっしょい！！
								〜エネルギーを考えよう〜
27日〜29日	おもしろアイデア作品展・
									絵画展
28日	赤坂の舞台歌舞伎公演記念講演会
29日	ウェイウェイ・ウー	二胡コンサート
29日	ふるさとの川、豊川の観察会
29日	ふれ愛・みんなのフェスティバル

平尾小学校	６年

堤	柚葉さん

NHKのど自慢
予選会出場約250 組の中から選ばれた20 組が、NHKのど自慢の本選で自
慢の歌声を全国に向けて披露しました。

エネエネわっしょい！！
体験型イベントでエネルギーの
たいせつさを、楽しみながら学び
ました。

JAひまわり杯少年サッカー大会
子どもたちが、元気にグラウンドを駆
け巡りました。

わくわくまちなか
未来会議

	29日	豊川市小中学校音楽会

2013/08/04

2013/09/15,222013/09/23

2013/08/02

諏訪の歴史を学んだり、まちの様子
を歩いて調べたりして、30年後の諏
訪についてみんなで考え、スゴロク
にまとめました。
私は、諏訪が「安全なまち」になって
ほしいと思いました。 （平尾町）

子どもたちが中心市
街地諏訪地区の未来
について考えました。
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10月 OCTOBER

11月 NOVEMBER

12月 DECEMBER

１月 JANUARY

２月 FEBRUARY

	１日〜31日	豊川市コミュニティバス・		
　　			スタンプラリー
13日	みんなよっといで！この街すきです
									「葵まつり」
27日	みとふれあいまつり
30日	「新版豊川の歴史散歩」刊行

	８日〜14日	姉妹都市提携35周年記念・
　　		市民使節団の受け入れ
	９日・10日	Ｂ‐１グランプリin豊川
16日	豊川商工会議所記念コンサート
16日〜3/30	「新版豊川の歴史散歩」
　　　刊行記念・豊川の文化財めぐり
17日	トヨカワシティマラソン大会
17日	豊川青少年育成少年軟式野球大会
								 	（準決勝、決勝）
23日	Ｌｉｎｋ〜空からみたとよかわ〜
24日	本宮まつり
24日	宮路山もみじまつり
24日〜12/15	豊川ライオンズクラブ杯
									少年サッカー大会
30日〜1/8	オーロラ３Ｄ〜最新オーロラの
　　　姿〜（講演会：12/23）

	７日	東部農業まつり
	８日	山形由美フルートコンサート
14日	劇団四季公演
15日	豊川信用金庫理事長旗争奪剣道大会

11日・12日	ＪＡひまわり杯少年野球大会
23日	豊川信用金庫豊伸会連合会
								「新春特別講演会」
25日	豊川駐屯地音の祭典
25日	西部農業まつり

	１日〜28日	マイストーリータウン	
							とよかわフォトコンテスト
	２日	新春お笑い寄席
	５日	新春経済講演会
	８日	石原まき子さんトークショー＆映画
　　　「黒部の太陽」上映（展示会：2/3〜8）

豊川高校	２年

飯嶋	那弓さん

産業を盛り上げ、地域住民の和を
広げる催しを開催

Ｂ‐１グランプリin豊川

2014

みんなよっといで！この街すきです「葵まつり」 みとふれあいまつり
2013/10/27

みんなよっといで！この街すきです「葵まつり」
2013/10/13

宮路山もみじまつり
2013/11/24

本宮まつり本宮まつり
2013/11/24

2013/11/10

地域の人々が協力をして、Ｂ‐１グラン
プリin 豊川を成功させました。私もボ
ランティアとして参加し、達成感を味
わうことができました。
雨の中での活動でしたが、来場者の方
からのお礼の一言など、人の温かさを
感じました。

（平尾町）

市内６会場で64団体が地域の魅力
をPRしました。
２日間で581,000人が、B‐１グ
ランプリin豊川を楽しみました。



最後まで７０周年を楽しもう
とよかわ 人の輪 地域の和

市制施行70周年記念事業を締めくくる２つの催しをお知らせします。
最後まで、豊川市の市制施行 70 周年を楽しみましょう。

３月 MARCH

豊川いなり寿司フェスタ
　今年で５回目となる「豊川いなり寿司フェスタ」が、市制施行
70 周年記念事業のフィナーレを飾ります。
　詳しいことは、観光協会（89 － 2206）へ、お問い合わせください。
日時　３月 22 日（土）・23 日（日）午前 10 時から午後３時まで
　　　（小雨決行）
会場　豊川稲荷境内
参加費　無料
内容　いなりんとゆかいな仲間たち大集合 on 豊楽殿、ご当地
　　　グルメ・特産品大集合、豊川いなり寿司食べ比べ選手権（22
　　　日だけ）、豊川もりあげ体操コンテスト（23 日だけ）など

　市内に在住する芸術家４人による展覧会を開催します。初日の開場式では、出品作家の作品が
当たる抽選会があります。
　詳しいことは、豊川商工会議所（86 － 4101）へ、お問い合わせください。
日時　３月 14 日から 16 日まで午前 10 時から午後５時まで
会場　豊川商工会議所２階ホール
出品作家　権田穂園さん（書）、後田和孝さん（陶芸）、中根强司さん（日本画）、
　　　　　山本須美雄さん（彫刻）
入場料　無料

郷土芸術家四人展

Finale

ⒸDaiichi Printing

愛媛県今治市から「バリィさん」来場
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ご参加、ご協力ありがとうございました
とよかわ 人の輪 地域の和

　市では、「とよかわ 人の輪 地域の和」をキャッチフレー
ズに平成 25 年１月から市制施行 70 周年記念事業を行ってき
ました。その間、「豊川が笑顔のあふれるまち」になってほ
しいという願いを市民の皆さんをはじめ、関係機関や団体、
企業の皆さんと共有し、一緒になって豊川市の 70 歳をお祝
いしてきました。
　市では、活気があり、住みよいまちづくりを市民の皆さん
と共に推進していきます。今後も豊川市の発展のために、ご
理解とご協力をよろしくお願いします。

Special Thanks

皆さんの
おかげで、笑顔や
元気がいっぱい
あふれた70周年に
なっただリン☆

いよいよフィナーレ 市制施行70周年特集


