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みんなのI LOVEが集まってWE LOVEになるイベントです！
とよたが好きになるきっかけがいっぱい!! 一緒にわくわくしませんか？
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とよたの子育てマルシェ
「goen no hi」

アートデイズとよた2019

こどもが主役の 縁日 空間。縁日体
験や遊べるスペース。子育て活動
団体ともつながっちゃおう！

とよたの山、川、
自然の
魅力が体感できる！
！

矢作川にまつわる魚の展示や木材
を加工した遊具、
薪割りや丸太切り
体験もできるよ！

豊田市にゆかりのあるアーティスト
による特別展示や豊田市で活動す
る方なら誰でも展示OKな展覧会
などアートな「ヒトやコト」を知ろう！

I LOVE 若者

I LOVE ものづくり

I LOVE いなかとまち

とよたの若者×子どもブース

とよたを世界一わくわく
きらきら楽しいふるさとに

いなかと都市、
そして文化が共生するまち

豊田で活躍する若者団体が
子 育 てカテゴリとコラボ！
ゲームや展示の他、子ども
服の販売スペースもあるよ。

世界に１つしか無いオリジナル作
品に出会うわくわくと、
ものをつく
る体験が出来る素敵な一日。

地域を わくわく させる団体が大
集結！様々な活動を紹介します。と
よた世間遺産の贈呈（式）もあるよ

www.welovetoyota-festa.com

WEBで随時
情報公開！！

※駐車場には限りがございます（スカイホール豊田駐車場、元城小学校臨時駐車場）。公共交通機関のご利用にご協力ください。

このイベントの一部は「わくわくとよた応援金」で運営しております。

みんなで
つくる

I LOVE 福祉

みんなで知って
楽しむ ふ・く・し

I LOVE 健康

I LOVE 農業

みんなでイキイキ健康に！

とよた自慢の農作物
地産地食を考えよう！

クロスミントンの体験（ラケット無
料貸出）、
バランスボールを使った
体操、
マッサージなどの体験や、
ス
テージでミニ講座も開催するよ！

誰でも身近に体感できる福祉
を目指して、様々な団体が楽
しい企画を準備しています。

豊田市でつくられたお米や野菜、加
工品などの農作物の販売を行いま
す。農家さんのお話を聞くチャンス！

に
みんな
の
会える ゼ！
だ
楽しみ

I LOVE ステージ

Star☆T

3つのステージで会場を盛り上げます！

ステージの様子は
インターネット配信番組
「WE LIVE!」で生配信！
！
チャンネル登録してね！

ステージではWE LOVEとよたサポーターズによる
インターネット配信番組「WE LIVE!」が、豊田市で
活動するアーティストと一緒に、
ステージパフォーマ
ンスで会場を盛り上げます！
！

出演
予定

●うたれん ●Star☆T ●輝動あい楽 ●Soel ●オープンセサミ ●FUN TOY BOX ●REAL LESSON ●チームおいでん
●ラニ・コモハナ ●とよた五平餅学会 ●地域人文化学研究所 ●創作和太鼓集団 火ノ丸 ●発達障がい児支援くらっぷ ●許呂母
●オンリーワンゴスペルクワイア ●豊田1万人笑顔プロジェクト ●豊田よさこい踊り連火真和鈴 ●しょだまさし ●わくわく事業団体

＃矢作川のカッパ

参加募集中！！

※申し込み方法などの詳細はWE LOVE とよたフェスタホームページをご覧ください。 作品どんどん
持っといでん

WELOVEとよたフェスタ大準備会

I LOVE
アート

当日参加
OK!!

スカイホール豊田で
みんなでシート敷きParty!

豊田のアート活動をする人たちの発見を目的とした公募展。在住、
在勤、
出身など、
豊田市に関わりのある人々を対象として、
応募者の作品を無審査で展示します。
みなさんの作品をお持ちください。※搬出入方法、設置場所等詳しくはお問い合わせください。

WE LOVE とよたフェスタの会場として使用するスカイホール豊
田のホールをイベント当日使用できるようにシートを敷きます。み
んなで作るイベントの準備もみんなでしちゃいましょう。ワイワイ
ガヤガヤみんなで一緒に楽しみながら敷きませんか？

展示日時

参加者には
豊田の木を使った
WE LOVEとよた
特製ピンバッチ
をプレゼント！
昨年の様子
●日 時 3月15日（金）午後６時〜終わるまで
（参加可能な時間だけの参加も大歓迎）
●集 合 スカイホール豊田メインホール
●その他 申し込み不要。
まあまあハードな作業です。
動きやすい服装。あれば軍手、
室内履きを持参。

なんでも展覧会-とよたアート発見！

I LOVE
いなかとまち

3月16日（土）14：00〜17：00／3月17日（日）10：00〜15：30

※16日はなんでも展覧会以外の会場はイベント設営準備をしておりますので入場できません。

どうぢゃ

とよたで闘茶

要申込

定 員 午前・午後 各10名
参加費 2,000円 対 象 中学生以上

豊田市産の数種類のお茶を飲み分け、
豊田市の和菓子をお楽しみください。
豊田市のヒノキのコースターなどのお土産つき。各賞、
賞品あり
I LOVE
ものづくり

こども模型飛行機教室

要申込

日本航空協会 スカイキッズプログラムによる
ゴム動力模型飛行機を作って飛ばそう〜!!
詳細、
申込方法はホームページをご覧ください。
※イベントの内容は都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。

同時開催イベント 食 WELOVEとよた大食堂
社会人のための地域参加促進セミナー

地元食材を使った料理や五平餅も！！
セミナー
要申込

わたしたちが
地球のためにできること
〜地域から考える〜

SDGsをテーマに、
背景やそもそも SDGs ってな
に？ということを、講話・事例発表、各団体のSDGs
の活動紹介のブース。ブースを回るSDGsスタン
プラリーで景品プレゼントもあるよ！

農業の未来と本気で向き合う若手プロ農家集
団「夢農人とよた」や、豊田市で飲食業を行なっ
ている店舗が集まり、
大きな食堂が誕生します。

市民の皆さんが、
とよたのまちを楽し
んでいる、楽しくしようとする活動や
取組を、
自薦、他薦、個人、団体、内容
や規模の大小に関係なく表彰します。

第２回とよた健康づくりウオーキング
世界一熱いウオーキングに挑戦しよう
TRY FOR WALK

スタンプを集めて豪華景品（抽選）ゲット!!
ラグビーワールドカップ2019™に関連する体験も！
スタート 豊田スタジアム西イベント広場 集合 8:30
申込 不要 参加費 無料 内容 8㎞、4㎞の2コース

要申込
WE LOVE スポーツ
みんなでつくるスポーツのまち
仙台市のスポーツ文化を支えるボランティア活動の広がり

時間 13:30〜14:30

講師 泉田和雄氏

会場 大会議室

他にもわくわくする楽しいコンテンツがいっぱいです！詳しくはホームページで！！
主催

WE LOVE とよたフェスタ実行委員会

問合せ

メール promo.t@toyotasu.com 電話 050-5327-3240（とよたプロモ部）

