2022
WINTER

特別号
●材料費・参加費の記載のないものは無料でご参加いただけます。 ●協力者等の敬称は省略いたします。 ●写真はすべて過去のものや
イメージです。 ●都合により内容は変更になる場合があります。 ●イベント・体験プログラム・講座・貸室利用には駐車場サービスはあり
ません。 ●対象者の記載のないイベントは、どなたでもご参加いただけます。（未就学児は保護者同伴） ●お電話での問合及び申込等の
受付時間は 9:30 ～21:00 です。 ●ホームページからのイベントお申込みの抽選結果は、後日メールにてご連絡します。

ここにこ

イルミネーション 2022

心のかけはし
ここにこ

夢フェスティバル 2022

クリスマスマーケット

ここにこ

Xmasライブ 2022

クリスマスパーティー
にじいろ smile マルシェ

最新の情報は
ここにこHPを

チェック!

広がる絶景、輝く笑顔・・・
みんなをしあわせにする魔法の光

開催中!

2月14日(火)まで / 16 : 0 0 〜 2 0 : 0 0
※写真はイメージです

12/ 11 日

12 / 17 土

ここにこ
クリスマスマーケット

第9回 心のかけはし

夢フェスティバル 2022

from ミニマムマーケット

豊橋市内の障害者支援施設で作っている、自慢の商品を販
売。イベントの参加者には、おたのしみ抽選会があります!

時間/9:30～15:00 会場/ここにこ広場・芝生広場
協力・問合/豊橋南ライオンズクラブ(☎0532-35-9640)
関連イベント

家族で楽しむ、クリスマス雑貨販売と
工作が盛りだくさん！冬にピッタリ
の、心温まる作品を見つけよう♪

【みんなのまちなか絵画展】

11/ 26 土

1 2 / 24 土

ここにこ 冬のビッグチャンス!

体験・発見プラザ

収集業務課職員が修復し再生したおもちゃや
家具を、抽選にて破格のお値段で販売します。
再生自転車は、なんと! 抽選にてプレゼント!!

販売価格/100 or 500円 (税込) ※自転車は無料
抽選券配布・申込時間/9:30～12:30
抽選時間/13:00～ 会場/ここにこ広場

※当選品は当日、当選者でお持ち帰りいただきます。

12/ 17 土

・25 日

今年最後の運試し!

ここにこジャンボ宝くじ
毎年恒例の、まち空間年間パスポー
トの提示で参加できるくじ引きイベ
ント。今年からは､ここにこ紙幣5
ココでもチャレンジできます。

「動くまち空間」特別企画
①色で遊ぶ

身近な色を探して、色の
イメージを発見してみよう!

時間/11:00～11:45
対象/小学1～3年生
定員/12名 ※抽選
会場/ここにこ広場
協力/資生堂ジャパン株式会社
申込/12月1日(木)〜15日(木)までホームページにて

②親子でハンドケア

親子でふれあう”ハンドケア”で、
手肌と心のケアをしよう!

時間/①14:00～ ②15:00～
※1回約30分

時間/各日13:00～15:00 会場/ここにこ広場
対象/2022年1月2日～2022年12月25日に年間パス
ポートを購入された方、又はここにこ紙幣所有者

対象/親子
定員/各回10組 (1組3名まで) ※抽選
会場/ここにこ広場
協力/資生堂ジャパン株式会社
申込/12月1日(木)〜15日(木)までホームページにて

12/ 23 金

12 / 25 日

大人気! ここにこ家族食堂

クリスマスパーティー
美味しい料理でハッピークリスマス♪
【メニュー】●ヤンニョムチキン
●可愛い米粉のチュロス2種

時間/13:00～15:00 対象/小学生～中学生と保護者
定員/8組 (1組＝大人1名・子ども2名まで) ※抽選
材料費/1組1,200円 (税込) 会場/キッチン工房
申込/12月1日(木)〜15日(木)までホームページにて

出店あり !

時間/10:00～16:00
定員/ブースにより異なります 材料費/700円 (税込) ～
会場/ここにこ広場・芝生広場 協力/えがおの時間
申込/当日9時30分より整理券配布 ※工作ブースのみ

日時/12月5日(月)～11日(日) 9:30～17:00 ※初日は13:00～
会場/企画展示室 主催/豊橋市障害者自立支援協議会
問合/とよはし総合相談支援センター ほっとぴあ(☎0532-56-4111)

リサイクル品展示販売会

テイクアウト

キッチンカー

クリスマスチャレンジ 数楽教室

偶数・奇数で塗り絵をしよう!
偶数・奇数の関係を使って、塗り
絵をします。自分だけの素敵なク
リスマスの塗り絵にしてね♪

時間/①10:00～12:00 ②13:00～15:30
※お1人につき時間内にて10分程度

定員/50名 ※先着順
会場/ここにこ広場

講師/黄瀬先生 (海陽学園 数学(楽)科教諭)
申込/当日会場にて随時受付

1/2 月 振

～ 15 日

東三河こども書道展
子どもたちに「書」に親
しんでほしいという願い
から始まった書道展で
す。小中学生が心を込め
て書いた作品を、是非ご
覧ください。

時間/9:30～17:00
会場/企画展示室
主催/公益社団法人中部日本書道会東三河支部

1/3 火

新春恒例企画!

ここにこジャンボカルタ大会

「いいとこ発見!とよはしカルタ」の
ジャンボサイズ版で、かるた大会!
豪華景品や参加賞をたくさん用意して、
みんなの挑戦を待ってるよ!!

時間/①13:00～13:20 (未就学児)
②14:00～14:20 (小学生)
会場/芝生広場 ※荒天時は中止
申込/当日各回10分前より会場にて受付

1/7 土

・8 日

着物写真撮影会

市電シミュレーション復活記念
として、車内でも写真撮影可能♪

時間/各日10:00～17:00
対象/80～150㎝のお子さま
定員/各日12名 ※先着順
撮影費/2,800円 (税込) ～
内容/レンタル着物1着･写真5枚 ※デジタルデータ(LINE)にてお渡し
会場/スタジオA 協力/moa by cheerful mama (谷中いくみ)
申込/12月16日(金)昼12:00よりお電話にて(☎0532-21-5527)

12/ 18

ここにこ

日

Xmas ライブ 2022
会場/ここにこ広場

①国際ソロプチミスト豊橋継続事業

世界の子どもたちのためのクリスマスコンサート

時間/10:30～11:30 出演/豊橋ユースオーケストラ
主催/国際ソロプチミスト豊橋

②リコーダーによる
時間/14:00～14:30

クリスマスコンサート

クリスマスコンサート

③少年少女合唱団

時間/14:30～15:00

④とりりすと

色とりどりの冬♪

クリスマスパーティー

にじいろ
smile マルシェ

ダンスイベントとワークショップで盛り上が
ろう! クリスマスサプライズもあるかも!?

時間/13:00～13:30

ヘアアレンジ・写真撮影・雑貨
販売・メイクなど、魅力たっぷ
りのブースが集まります。

会場/ここにこ広場

【kumimokuで冬休みDIYチャレンジ ～差し込みラック～】

同時開催

時間/①10:00～11:00 ②14:30～15:30
対象/年長～ ※未就学児は保護者同伴・大人のみの参加可
定員/各回8名 ※抽選 材料費/1,500円 (税込) 会場/ここにこ広場
協力/株式会社カインズ 申込/12月1日(木)〜15日(木)までホームページにて

1/ 8 日

110番広報 豊橋けいさつ

おまわりさんフェスタ

毎年1月10日は「110番の日」。110
番のしくみや正しいかけ方を、楽しく
学ぼう! 警察音楽隊もやってくるよ!
※内容は予告なく変更する場合があります。

時間/10:00～12:00
会場/ここにこ広場・芝生広場
主催/愛知県豊橋警察署
問合/豊橋警察署(☎0532-54-0110)

1/ 9 月 祝

今年もおもちをぺったんこ!

家族で! もちつき大会
家族でおもちつきに挑戦します!
つきたておもちはおいしいよ♪

時間/10:30～12:00
対象/小学生以上の親子
定員/7組 (1組3名まで) ※抽選
材料費/1組1,000円 (税込) 会場/キッチン工房
申込/12月16日(金)～23日(金)までホームページにて

1/ 14 土

寝かしつけの
プロになろう!

【着物アウトレット販売】

時間/10:00～16:00 会場/ここにこ広場
協力/POLA smile店・みのや
申込/一部ブースに限り整理券配布有り

1 / 16 月

はじめての後期離乳食教室

モグモグ期（7・8月期目安）に入り､食べられ
る種類が増えてきました!この機会に､より美味
しく食べてくれる離乳食を作ってみませんか？
【メニュー】●大根とにんじんの紅白煮
●ミニトマトのリゾット

時間/10:00～11:30 定員/4名 ※先着順
対象/興味のある方 ※お子さま連れ可 材料費/200円 (税込)
会場/キッチン工房 講師/こどもの料理
申込/12月15日(木)昼12:00よりお電話にて(☎0532-21-5527)

東三河
大会

1 / 21 土

青少年のための

科学の祭典 2022
理科や数学、または科学技術といっ
た分野における、様々な実験や工作
が大集合! それらを通して、科学の
不思議や面白さを体験しよう!!

時間/10:00～16:00
会場/ここにこ広場他
協力/青少年のための科学の祭典2022東三河大会実行委員会
※詳しくは、12月に配布予定の専用チラシをご覧ください。

1/ 23 月

ぷっぷる♪

ワクワク音楽ショー

時間/各日①10:00～ ②11:10～

時間/10:30～11:10

対象/1～2歳児と保護者
定員/各10組 (1組＝大人1名・子ども2名まで) ※先着順
受講料/500円 (税込) 会場/研修室
協力/オリエント楽器・ヤマハ音楽教室
申込/12月17日(土)昼12:00よりお電話にて(☎0532-21-5527)

対象/未就園児の保護者 定員/10名 ※お子さま連れ不可・先着順
会場/スタジオA 講師/睡眠健康指導士 田中言羽 (快眠館)
申込/12月15日(木)昼12:00よりお電話にて(☎0532-21-5527)

・29 日

第2回

ユーモ豊橋 2023
高校生・高等専門学校生など、若者
による造形作品の競技と、その発表
の大会です!!

時間/10:00～17:00
会場/企画展示室・ここにこ広場他
主催/ユース・モデリング・
コンテスト豊橋実行委員会

2/4 土

～ 19 日

いきものだもの展

イラストレーター「いきものだもの」
による作品が大集合! 展示に触れて、
生き物をもっと好きになっちゃおう!

時間/9:30～17:00 会場/企画展示室
関連イベント

【実物大! 巨大生物ぬり絵】

日時/2月4日(土)・5日(日)10:30～
会場/ここにこ広場・ギャラリーストリート
申込/当日会場にて随時受付

2/5 日

・ 2 / 20 月

親子で一緒に、季節の歌やリズムを
全身で楽しもう♪
※1回約40分

1 / 28 土

・22 日

こどもの体のリズムを知ることが大切!
寝かしつけのポイントなどをお話します。
◎個別相談あり/11:30～12:00(1人10分・3名限り ※先着順 )

出演/とりりすとふしぎな森のふしぎな楽団他

12 / 25 日

ここにこスタッフプレゼンツ!!

【ダンスイベント】

出演/豊橋少年少女合唱団

ふしぎな森のクリスマス会

時間/15:30～16:30

12/ 2 4 土

出演/三河リコーダーカルテット

進級おめでとう!

新学期準備マーケット

新学期にあわせて新調
してみてはいかがです
か?マスク､ランドセル
カバー､箸袋など、手作
り雑貨が勢ぞろい!!

時間/10:00～16:00
会場/ここにこ広場 協力/えがおの時間

テイクアウト

キッチンカー
出店あり !

子育てプラザ
12/ 19

月

～ 24 土

※21日（水）
は休館日

0歳 か ら 3歳 ま で の乳 幼 児 と保 護 者 の方 を主 な対 象 として 、 遊 び の場 や 子 育 て 情 報 など を 提 供 し て い ま す。

子育てプラザプレゼンツ!!

12/ 17

おひさまクリスマス会

おはなしおばさん と
メリークリスマス♪

フーさんのわくわくシアター (パネルシアター他)

12 /19 (月) 11:00～ サプライズ! 館長サンタのクリスマス会

11:00～ アンサンブル・ウッド (フルート・クラリネット)

おはなしおばさんとゆかいな仲間たちが
クリスマスパーティー♪おいしそうなケー
キもいっぱい! 部屋の中央には、おばさん
がおはなし会で被ってきた「季節の帽子
の塔」も! 是非見に来てね!!

11:00～

12 /22 (木) 14:00～ 織音(ハンマーダルシマー・二胡)

時間/9:30～17:00 ※最終日は15:00まで
会場/企画展示室
協力/平野京子 (おはなしおばさん)

11:00～ ドラムサークル豊橋フルフルサンシャイン (ジャンベ等)

12 /23 (金) 14:00～ 豊川吹奏楽団
対象 / どなたでも

～ 25 日

おはなしおばさんのゆかいな世界展

ゲストやここにこスタッフによるミニコンサート、お楽しみ会などが日替りで楽しめます!

12 /20 (火) 14:00～ やきさば(カホン・ボーカル・E.ギター・E.ベース・トランペット)

土

会場 / ここにこ広場

おはなしおばさんの

関連

たのしいおはなし会

11:00～ クリスマスお楽しみ会(パネルシアター・ミュージックベル)
12 /24 (土) 14:00～ ここにこスタッフによるクリスマス会

イベント

対象 / 0歳～年少児と保護者

日時/12月25日(日) 14:00～

会場 / 子育てプラザ

体験・発見プラザ
メディア工房であそぼう!

日時/12月17日(土)・18日(日)10:00～11:30
定員/各日10組 (1組3名まで) ※先着順
会場/まち空間「市電前」 ※材料がなくなり次第終了

地元で活躍するプロの方々を
講師に招く体験型講座

美

●パティシエになろう!
●野菜ソムリエになろう!

体験や工作ができる
キットをはじめ、むかし
あそびや地元駄菓子な
ど、こどもの「好き!」を
集めました。

●和菓子職人になろう!
●SOZOこどもクッキング
●パンとお菓子を作ろう!
●油絵画家になろう! 他

◆こども未来館の最新情報を配信中

2022交通児童館

趣

日
12月18日●

9:30 ～16:00 ※15:30 受付終了
キラキラリース作りやスノーボトル作りなど、
ワークショップが盛りだくさん!!

会場/豊橋市交通児童館
問合/☎0532-61-5818 (9:00～17:00)

年末年始の休館日

9:30～21:00
入場料

12月29日（木）から
1月1日（日・祝）まで

無料 ※ただし、体験・発見プラザ「まち空間」は有料

12月28日(水)・1月2日(月・振)・3日(火)は
一部開館（子育てプラザはお休みです）

年 間
パスポート

300円

240円

1,500円

150円

120円

450円

◎「ほの国こどもパスポート」が使えます。

（税込）

アクセス
徒歩＝豊橋駅から7分
バス＝豊鉄バス「こども未来館・
商工会議所」下車すぐ
駐車場＝67台 （150円/30分）

豊橋
西八町 市役所

守下

商工
会議所

駅
橋
豊

団 体
（20名以上）

水曜日 （祝・休日の場合は翌日）

とき わ 通 り

9:30～17:00

●集いプラザ

こども

ハッピークリスマス

休館日

●体験・発見プラザ

（小中高生）

ふゆまつり

大橋通り

＠coconico

改

9:30～17:00

大 人
Twitter

受講生
募集中

育

申込・問合(☎0532-21-5527)

開館時間

個 人

LINE公式
アカウント
「ここにこ」で友だち検索

健

スクール

●子育てプラザ

Instagram
＠coconico.toyohashi

緩

ここにこ通貨
も使えます♪

※申込方法等詳細は、こども未来館ホームページ
またはここにこ通信をご覧ください。

「ここにこ」で検索

自分に合う色や素材、シルエットって
何だろう? いろいろなアイテムを組み
合わせてファッションコーディネート
を楽しんだり、オリジナルのファッ
ションデザインを考えたりなど、自分
らしさを表現するヒントを見つけよう!

手軽に 手ごろに ! 見つけよう、私の時間

体験プログラム

Facebook

サロンに「ファッション」を
テーマにした展示・体験が登場!

ボール型の発砲スチロールをペーパーナ
プキンやリボンなどでかざって、素敵な
クリスマスオーナメントを作ろう！

日時/12～2月の土・日曜日 ①13:20～ ②13:40～ ③14:20～
④14:40～ ⑤15:20～ ⑥15:40～ ※1回約15分
定員/各日各回10名 ※先着順 会場/まち空間「メディア工房」

会場/ここにこ広場

●「まち空間」は入場料が必要です。※「ほの国こどもパスポート」ご利用の場合は無料
●当館は「ほの国スタンプラリー」の対象施設です。
●「体験セット」は、小学2年生以下は保護者同伴での貸出です。

わくわくまちくうかん

12～2月のテーマは
「冬」。雪やイルミ
ネーションの写真と合
成をしたり、ペンギン
のために食べものを集
めるゲームをしたりな
ど、いろいろな合成体
験や映像遊びにチャレ
ンジしよう！

見ても楽しい・聞いても楽しいおはなし会♪

札木通り
松葉公園

カリオンビル
広小路通り

路面電車

豊橋
郵便局

〒440-0897 愛知県豊橋市松葉町3-1
TEL.0532-21-5525（代） FAX.0532-56-5552
https://coconico.jp/

新型 コ ロ ナウ イル ス感染症拡大防止のため、掲載している全 ての イ ベント や講 座 は 、 中 止 また は 延 期 する場 合 が あ ります。 最 新 の 情報 は 、
ホームページ等でご確認ください。なお、お越しいただく際は、検温や消毒・マスクなどのできる限りの対策をお願いします。

