催し情報 楽しむ・学ぶ 情報ひろば

夏休み企画
親子でヘルシー体操教室

とき：9月10日㈮午後 6 時 30 分開演 と

とき：8月23日㈪午前 10時～11時30分

ころ：市民文化会館（向山大池町） 内

ところ：保健所・保健センター（中野町

容：「まんが日本昔ばなし」でお馴染み

字中原「ほいっぷ」内） 対象：市内在住

の女優 市原悦子が贈る、心洗われる

のおおむね小学 3 ～ 6 年生と保護者（未

時間。民話や童話などを、独特の声と

就学児の同伴不可） 内容：親子で一

心に響く感情豊かな語りでお届けしま

緒に身体を動かしながら、運動の楽し

す 演目：朗読 ｢地元民話｣ ｢たいようの

さを体験します

講師：健康運動指導

おなら｣、お話 ｢私の選んだ女優の道｣

定員：30 人（申込順） 参加料：無

入場料：全指定席。3,000 円 チケットの

士

市原悦子 朗読とお話の世界

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

料 申し込み：7 月5日から参加者全員

発売：7 月10 日から豊橋文化振興財団、

の住所・氏名・年齢・電話番号を健康

ライフポートとよはし総合案内所、豊橋

増進課（☎ 39・9139）

丸栄プレイガイド、カルミアサービスセ

催し情報
楽しむ・学ぶ

ンター、オリエント楽器豊橋店、チケ
ットぴあ（☎ 0570・02・9999［Pコード

歯科衛生士体験入学

403-485］
）
、7月12日から市役所じょう

とき：7月29日㈭、8月5日㈭・19日㈭午

ほうひろば 問合先：豊橋文化振興財団

前10時～正午 ところ：豊橋歯科衛生士

（市民文化会館内☎ 61・6145）

専門学校（中野町字中原「ほいっぷ」内）
対象：来年 3 月卒業予定の高校 3 年生、
社会人、主婦など 内容：体験学習など
講師：歯科医師、歯科衛生士 定員：各
40人（申込順） 受講料：無料 申込先：
豊橋歯科衛生士専門学校
（☎26・8288）
問合先：健康政策課
（☎39・9111）

市原悦子

０以上の劇団が、飯田市内約１０

フェス タ」
。 国内外合わせて２２

飯田の夏の風物詩「いいだ人形劇

いいだ人形劇フェスタ実行委員会

ての公演が観劇できます 問合先

間中有料チケット公演を除くすべ

以上）※ワッペンを購入すると、期

南信地区

０の会場で上演します。今年は国

事務局（飯田文化会館内☎０２６

・３５５２

いいだ人形劇フェスタ２０１０
人も人形も輝く夏

内のプロやアマチュアの劇団に加え

５・

）
iida-puppet.com/

http://www.

マネット・サンサファ( 韓国 )
「KOREA FANTASY」

「世界からやってくる人形劇」とし

て韓国、台湾、ベトナム、イタリア、

デンマークからも７劇団の参加を

予定しています。

また、乳幼児のための人形劇、糸

あやつり人形、身の毛もよだつ恐

怖の人形劇や腹の底から笑える人

形劇など多彩な企画や催し物を盛

りだくさん用意して、多くのみな

さんのお越しを心よりお待ちして

おります。 今年の夏休みは、 ぜひ

ご家族で「人形劇のまち飯田」におい

でなんしょ！

■いいだ人形劇フェスタ

とき ８月５日㈭～８日㈰ 参加

料 参加証ワッペン７００円（３歳

シアターリフレクション
（デンマーク）
「箱とジョージさん」
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主な対象

どなたでも

女性

男性

前田司郎の演技をしない演技
のワークショップ

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

初心者講座 茶・華道

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

男性限定 ヘルシー体操教室

日程など：下表 ところ：三の丸会館（豊

とき：7 月 21 日㈬午前 10 時～ 11 時 30

とき：8月28日㈯・29日㈰・30日㈪（全

橋公園内） 対象：小・中学生 定員：各

分 ところ：保健所・保健センター（中

3 回）午後 2 時～ 5 時 ところ：こども未

20 人（申込順） 講師／受講料：
［茶道］

野町字中原「ほいっぷ」内） 対象：市内

来館ここにこ（松葉町三丁目） 対象：

疋田宗生（表千家）ほか／ 500 円（菓子

在住の男性

中・高校生

内容：三島由紀夫賞受賞

代）
、
［華道］
豊橋華道連盟／1,000円
（花

解消に気軽に始められる男性向けの運

で劇作家・演出家の前田司郎さんの指

代） 申し込み：7月8日午前 9 時から豊

動を実施します

導により、日常生活の一場面を切り取

橋文化振興財団（〒440-0862 向山大池

士

った中で自然に「演じる」
ということを体

町20-1市民文化会館内☎61・6145）

料 申し込み：7 月5日から参加者全員

験します 定員：30 人（抽選） 受講料：

■茶道
（各全 2 回）

の住所・氏名・年齢・電話番号を健康

無料 申し込み：7月30日までに申込書
を市役所文化課（西館 4 階〒440-8501
56・1081）
、豊

住所不要☎ 51・2872

部門

とき

内容

午前
の部

8 月 10 日 ㈫・19
日㈭午前 10 時～
正午

午後
の部

8 月 10 日 ㈫・19
日 ㈭ 午 後 1 時 30
分～ 3 時 30 分

あいさつの
仕方やお菓
子の出し
方、お茶の
出し方を学
びます

橋文化振興財団（〒440-0862 向山大池
町 20-1 市民文化会館内☎ 61・6145
63・2551）※申込書は文化課、豊橋文

■華道
（各全 2 回）

化振興財団で配布中

スポーツ交流会
とき：7 月18日㈰午後 1 時～ 5 時 とこ
ろ：青少年センタ― 対象：市内在住の
18 歳～ 30 歳 内容：チーム対抗でのス
ポーツやレクリエーション 定員：30 人
（抽選） 受講料：無料

その他：チー

講師：健康運動指導

定員：30 人（申込順） 参加料：無

増進課（☎ 39・9139）

小松亮太 with
東京フィルハーモニー交響楽団
とき：9月22日㈬午後 6 時 30 分開演 と
ころ：ライフポートとよはしコンサートホ
ール（神野ふ頭町） 曲目：
「風の詩〜

とき

内容

THE世界遺産」（小松亮太）
、リベルタン

8 月 11 日㈬・
18 日㈬
午前 10 時～正午

は さ み の 使 い 方、
花の飾り方、自由
花・生花の生け方
を学びます

ゴ・バンドネオン協奏曲（ピアソラ）ほか

あいち子ども芸術大学
みんなで音楽を作ろう!

内容：日本のタンゴ界をリードし、圧倒
的人気を誇る小松亮太と日本を代表する
オーケストラのひとつ、東京フィルハー
モニー交響楽団の豪華な共演です 出
演：栗田博文（指揮）
、小松亮太（バンド

ム分けは豊橋市青年団協議会で決定

日程など：下表 ところ：市民文化会館

ネオン）
、東京フィルハーモニー交響楽

申し込み：7 月10 日 ( 消印有効 ) までに

リハーサル室（向山大池町） 内容：作

団 入場料：全席指定。S 席 3,000 円、A

返信先明記の往復はがき(1 枚で 2 人ま

曲家で即興演奏の達人の片岡祐介さん

席2,000円 チケットの発売：7月17日か

で、1 組 1 枚のみ有効 )で参加者全員の

と一緒に楽器や歌で遊びながら音楽を

ら豊橋文化振興財団、ライフポートとよ

住所・氏名・学年・電話番号を青少年

作ります 定員：各 15 人（抽選） 参加

はし総合案内所、豊橋丸栄プレイガイド、

センター (〒441-8087 牟呂町字東里 28

料：無料 申し込み：7月13日（必着）ま

カルミアサービスセンター、オリエン

☎ 46・8925）

でに返信先明記の往復はがき
（1人1枚）

ト楽器豊橋店、チケットぴあ（☎ 0570・

で講座名、クラス、保護者の郵便番号・

02・9999
［Pコード108-246］
）
、7月20日

住所・氏名（ふりがな）・電話番号、子

から市役所じょうほうひろば※60歳以上

とき：①8月8日㈰②8月22日㈰ ところ：

どもの氏名（ふりがな）
・性別・学校名・

の方はS席に限り1,000円割引（シニア券

田峯城・設楽ダム建設予定地（設楽町）
、

学年を豊橋文化振興財団（〒440-0862

の販売は、豊橋文化振興財団に限りま

宇連ダム（新城市） 集合・解散：集合

向山大池町 20-1 ☎ 61・6145）

す。年齢がわかるものを提示してくださ

は午前 9 時に市役所、解散は午後 4 時

■みんなで音楽を作ろう !

い） その他：託児あり（予約制。1人500

水源地をめぐる旅

20 分に集合場所

対象：市内在住の

小・中学生と保護者

内容：水源地な

どをバスでめぐり、森林機能や水の大
切さを学びます 定員：各 40 人（抽選）
参加料：各 1 人 600 円（昼食代） 持ち

クラス（対象）

とき

円） 問合先：豊橋文化振興財団
（向山大

小学 1 ～ 4 年生

8 月 21 日㈯
午前 10 時～午後 4 時

池町 市民文化会館内☎61・6145）

小学5年～中学生

8 月 22 日㈰
午前 10 時～午後 4 時

物：飲み物 申し込み：①は 7月27日②
は 8 月10日までに広域推進課（☎ 51・
2180）
小松亮太
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内容：日ごろの運動不足

