
公演名 とき・ところ 内容・問い合わせ先・入場料

第44回
豊橋文化祭誌上川柳大会

9月24日（土）〜 11月30日（水）
彦坂石転宅を投句受付住所とする

「顏」「忘れる」「恩」「これから」を宿題とした誌上川柳大会。
■■入 1,000円
■■問 豊橋番傘川柳会　鈴木（080-8357-9845）

伝統文化こども発表会
9月25日（日）
13時開演（12時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

こどもによる日本舞踊や三味線などの発表会
出演：津軽三味線雅會、日本壮心流、花柳芯喜依の会、筝曲 紫雨会　ほか

第54回表装美術展
9月28日（水）〜 10月2日（日）
9時〜 17時
豊橋市民文化会館　展示室

愛知県内の表装ならびに内装業者が伝統的な工芸としての表装技能の
保存と向上発展を目指して製作した表装作品（掛軸・屏風・額等）約80の
展示

令和４年度
豊橋吟剣詩舞道大会

10月2日（日）
10時開演（9時開場）
豊橋市民文化会館　ホール

豊橋市内の6流派250名による詩吟・剣舞・詩舞の発表。
■■問 豊橋吟剣詩舞道会
　 大伊達（0536-22-0658 ／ 090-5621-0126）

第47回作陶展
10月4日（火）〜 9日（日）
9時〜 17時

（初日は11時〜、最終日は16時まで）
豊橋市民文化会館　展示室

出品者30名程度　出品点数約80点　入場人員約1,200名

第19回東三河
童謡唱歌のつどい

10月4日（火）
13時開演（12時30分開場）
豊橋市公会堂

童謡唱歌を愛好する東三河4市（豊橋、豊川、新城、蒲郡）の12団体による
発表。
■■問 東三河童謡唱歌のつどい　藤原（0533-68-1743）

豊橋おやこ劇場第475回
＜高学年部＞中高青例会
「眠っているウサギ」

10月8日（土）
19時開演（18時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

劇団コーロによる「眠っているウサギ」の公演。
■■入 3,300円（小3以下入場不可）
■■問 豊橋おやこ劇場協議会（0532-26-6106）

舞踊龍城流舞踊発表会
10月8日（土）
11時30分開演（11時開場）
豊橋市公会堂

舞踊龍城流による舞踊発表会。
■■問 舞踊龍城流（0564-21-2611）

第38回豊橋技術科学大学
吹奏楽団定期演奏会

10月9日（日）
14時開演（13時30分開場）
ライフポートとよはし

「エンターテイメントマーチ」「ハイライトフロムチェス」などの演奏。
■■問 豊橋技術科学大学吹奏楽団（windorchestra.tut@gmail.com）

薩摩琵琶演奏会「錦秋の調べ」
10月10日（月）
12時30分開演（12時開場）
豊橋市民文化会館　ホール

錦心流琵琶全国一水会豊橋支部会員による琵琶演奏。「平家物語」等（13
時頃より）。番外編として、「秋のおはなし小劇場」と称した琵琶物語2編

（浦島太郎・耳なし芳一）（12時30分より）。
■■問 錦心流琵琶全国一水会豊橋支部　村田（090-5103-8536）

映画「二宮金次郎」上映会

10月10日（月・祝）
第一回上映 10時開演（9時30分開場）
第二回上映 14時開演（13時30分開場）
第三回上映 17時30分開演（17時開場）
豊橋市公会堂

映画「二宮金次郎」の上映。
■■入 1,000円
■■問 愛知報徳会　古橋（090-1784-0802）

豊橋秋の市民茶会
10月15・16日（土・日）
10時〜 15時20分
豊橋市民文化会館
リハーサル室・会議室

豊橋茶道クラブ５流派による合同茶会。
■■入 600円（要事前予約）予約は豊橋市民文化会館ＨＰより

豊橋総合いけばな展
10月15日（土）・16日（日）
10時〜 16時
豊橋市民文化会館　展示室

豊橋華道協会加盟団体９流派による合同展。伝統文化こども教室受講生
による展示あり

花柳こども舞踊発表会 10月22日（土）〜 23日（日）
豊橋市民文化会館　ホール

花柳こども舞踊教室生徒による日本舞踊発表会。「菊づくし」「藤娘」ほか
■■問 花柳こども舞踊教室　永井（0532-53-7158）

第52回俳画展
10月25日（火）〜 10月30日（日）
9時〜 17時
豊橋市民文化会館　展示室

一般公募による俳画作品の展示

入場料（すべて前売り料金。）　　　　問い合わせ（明記していないものは（公財）豊橋文化振興財団）

令和４年度  文化祭行事・協賛行事一覧

●表彰式
　•豊橋文化賞
　•豊橋文化奨励賞
　•地域文化振興活動功労賞
　•郷土文芸作品優秀賞

9月24日（土）14時～　
豊橋市民文化会館ホール

文化祭開会式典文化祭開会式典
入場無料
（要整理券）

新型コロナウイルス感染症拡大防止にともない、掲載している催し物が中止や延期になる可能性がございます。

豊橋文化祭2022豊橋文化祭2022

文化祭文化祭
行事一覧行事一覧



公演名 とき・ところ 内容・問い合わせ先・入場料

第47回
歌謡アカデミー21発表会

10月23日（日）
8時50分開演（8時30分開場）
豊橋市公会堂

歌謡発表会。
■■問 歌謡アカデミー 21　滝沢（090-4110-1749）

第64回豊橋邦楽大会
民謡・大正琴・三味線の部、
箏曲・長唄・尺八・小唄の部

10月29日（土）
10時30分開演（10時開場）
豊橋市民文化会館　ホール

市内邦楽団体による披露（民謡・大正琴・三味線の部、筝曲・長唄・尺八・小
唄の部）
■■入 1,000円

第64回豊橋邦楽大会
民謡・新舞踊の部

10月30日（日）
11時開演（10時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

市内邦楽団体による披露（民踊・新舞踊の部）
■■入 1,000円

第53回合唱祭・
第23回三遠南信文化交流
「合唱の集い」

10月30日（日）
13時開演（12時30分開場）
ライフポートとよはし

3地区の合唱団による合同演奏会。
■■入 1,000円
■■問 豊橋合唱協会　尾崎（090-1745-0213）

第23回チャリティー
豊橋歌謡コンクール

10月30日（日）
9時30分開演（9時開場）
豊橋市公会堂

歌謡発表会。
■■問 豊橋歌謡連盟　渡會（0532-45-3299）

第48回
豊橋音楽連盟コンサート

11月3日（木・祝）
第一部 13時開演（12時30分開場）
第二部 15時30分開演（15時開場）
豊橋市民文化会館　ホール　

豊橋音楽連盟会員生徒によるクラシックコンサート

第64回豊橋邦楽大会
日本舞踊の部

11月6日（日）
12時30分開演（12時開場）
穂の国とよはし芸術劇場
主ホール

市内邦楽団体による披露（日本舞踊の部）
■■入 2,000円

第31回
吉田文楽保存会定期公演

11月6日（日）
13時30分開演（13時開場）
豊橋市民文化会館　ホール

吉田文楽保存会による市指定無形民俗文化財「飽海人形浄瑠璃」の公演
外題 「二人三番叟」「傾城阿波鳴門　巡礼歌の段」「艶容女舞衣　酒屋の段」

豊橋ウインドアンサンブル
第34回プロムナードコンサート

11月6日（日）
13時30分開演（13時開場）
ライフポートとよはし

スタジオジブリの世界を感じる吹奏楽コンサート。
■■問 豊橋ウインドアンサンブル　事務局　橋本（0533-72-3836）

豊橋市長杯
年齢別歌謡選手権大会

11月6日（日）
9時15分開演（8時30分開場）
豊橋市公会堂

歌唱大会。
■■問 豊橋市歌謡協会　河合（0532-61-7388）

有坂パステル画教室
合同作品展（第14回）

11月7日（月）〜 13日（日）
9時〜（初日は13時〜）
豊橋市民文化会館

約60点のパステル画の展示。
■■問 有坂パステル画教室　美濃谷（0532-48-3278）

第8回島倉千代子さんを偲んで
追悼コンサート

11月11日（金）
14時開演（13時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

島倉千代子さんを偲んで、名曲の数々を生演奏で楽しむ。
■■入 1,500円
■■問 松橋（090-1024-9241）

TFM合唱団第33回演奏会
創立40周年記念

11月13日（日）
14時開演（13時15分開場）
ライフポートとよはし

混声合唱と２台ピアノのための 唱歌の四季、混声合唱のための 白秋・東
京雪物語など。
■■入 一般1,500円　学生500円
■■問 TFM合唱団　河合（080-5113-9127）

MOA美術館豊橋児童作品展
11月15日（火）〜 20日（日）
9時30分〜 17時（最終日は16時まで）
こども未来館ここにこ

市内の小学生を対象とした絵画と書写の優秀作品を展示。
■■問 実行委員会　事務局（090-6576-8163）

第52回コーラスのつどい
11月16日（水）
12時30分開演（12時開場）
豊橋市民文化会館　ホール

市内で活動する10のコーラスグループが一堂に集うコンサート

第64回豊橋邦楽大会
詩吟・吟剣詩舞の部

11月20日（日）
13時開演（12時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

市内邦楽団体による披露（詩吟・吟剣詩舞の部）
■■入 1,000円

豊橋マンデーナイト
ジャズオーケストラ
第34回定期コンサート

11月20日（日）
18時30分開演（18時開場）
ライフポートとよはし

カウントベイシー楽団を主にビッグバンドの楽曲を演奏。
■■問 豊橋マンデーナイトジャズオーケストラ
　 福井（090-4857-1474）

人形劇大人向け公演・
人情噺「ラーメン屋」

11月22日（火）
　14時開演（13時40分開場）
　19時30分開演（19時10分開場）
23日（水）
　10時30分開演（10時10分開場）
　14時開演（13時40分開場）
豊橋市民文化会館　第一会議室

落語の人情噺を人形劇に仕立てて上演。
■■入 1,500円
■■問 人形芝居ぶんぶく（090-7862-3651）

中嶋俊晴×野畑さおり
デュオリサイタル
～歌曲のひととき～

11月23日（水・祝）
14時開演（13時30分開場）
穂の国とよはし芸術劇場PLAT
アートスペース

気鋭のカウンターテナー中嶋俊晴と豊橋出身・東三河で活躍を続ける野
畑さおりによる珠玉の歌曲の数々。
■■入 一般3,000円　学生1,500円（当日各500円増）
■■問 中嶋俊晴×野畑さおりデュオリサイタル実行委員会
　 （duo11232022@gmail.com）

校区市民総合展
11月23日（水・祝）〜 27日（日）
9時〜 17時
豊橋市民文化会館　展示室

校区文化協会などから選抜された書道・絵画・写真などの展示

豊橋ハーモニカ愛好会
第7回交歓演奏会

11月23日（水・祝）
12時開演（11時30分開場）
豊橋市民文化会館　ホール

ハーモニカ独奏、ハーモニカ合奏。
■■問 豊橋ハーモニカ愛好会　村上（090-4853-2183）

ええじゃないか！豊橋
和太鼓フェスタ「響」2022

11月23日（水・祝）
11時開演（10時30分開場）
ライフポートとよはし

2009年第1回目を開催し、以後毎年開催の豊橋中心に各地域で活動す
る和太鼓団体を集めたフェスタ形式の和太鼓演奏会。
■■問 豊橋和太鼓フェスタ実行委員会事務局　影山（090-3154-7311）

校区市民総合芸能祭 11月27日（日）12時30分開演
豊橋市民文化会館ホール 校区文化協会などから選抜された団体による音楽や舞踊のステージ。


