催し情報 楽しむ・学ぶ 情報ひろば

農とくらし講座 裂き織り
とき：7月30日㈮、8月6日㈮（全 2 回）午

わくわく体験クラブ
そば打ち体験をしよう

7月10日㈯からシーパレス日港福
レジャープールを開場します

前9時30分～正午 ところ：生活家庭館

とき：8 月 1 日 ㈰ 午 前 9 時 ～ 午 後 5 時

とき：7月10日㈯～ 8月31日㈫午前 9 時

（高師町字北原） 対象：市内在住の方

集合：午前 8 時 45 分に青少年センター

～午後 6 時（初日は午後 1 時～ 5 時）※

内容：裂き織りのコースター・小物作

（牟呂町字東里） 対象：市内在住の

天候などにより開場時間を短縮・休場

りを学びます 講師：柴本智子さん（豊

小・中学生と保護者

する場合あり ところ：シーパレス日港

かな食と農の伝道者） 定員：9 人（抽

用し、 山びこの丘のそば打ち体験と、

福レジャープール（神野新田町字ミノ

選） 参加料：無料 申し込み：7月15日

設楽原歴史資料館を見学します

割） 入場料：大人 800 円、中学生以下

内容：バスを利
定

員：40 人（申込順） 参加料：小・中学

400 円※初日は無料

き、またはＥメール（1 通につき2 人ま

生 820 円、大人 970 円

持ち物：昼食、

バス「総合スポーツ公園行き」豊橋駅前

で）で講座名、参加者全員の住所・氏

タオル、三角巾、エプロン、筆記用具、

7 番乗り場（期間中の土・日曜日、7 月

名・電話番号を農政課（〒440-8501 住

水筒 申し込み：7 月7日から参加料を

20日〜 8月20日臨時バス運行予定）※

（必着）までに返信先明記の往復はが

所不要☎ 51・2473

info_nosei@city.

toyohashi.lg.jp）
けいちょう

傾聴ボランティア講演会

添えて青少年センター
（☎ 46・8925）

「シーパレスレインボープール」利用券

夏休み子どもフェスティバル
日程など：下表

交通機関：豊鉄

内容：ボランティアに

付き往復割引乗車セット券（2 割引）あり
その他：8月15日にアクアビクス体験（午
前、午後各 1 回）や、豪華商品が当た

とき：7月18日㈰午後1時～4時30分 と

よる絵本、大型紙芝居、ペープサート、

るお楽しみ抽せん会を開催します※入

ころ：カリオンビル（松葉町二丁目） 内

パネルシアターなどを使った楽しいお

場料のみで参加可。人数制限あり 問

容：｢子育て、経営者として得た様々な気

はなし会

合先：日港福プール管理事務所（☎ 32・

づきと喜び｣をテーマに、｢語ること｣と｢聴

参加料：無料

くこと｣ の意味を学びます 講師：伊藤由

先：中央図書館（☎ 31・3131）

美子さん（ファイナンシャルプランナー）

■夏休み子どもフェスティバル
時間は午後 2 時～ 3 時

定員：50人
（申込順） 受講料：500円 申

対象：小学生以下と保護者
申し込み：不要

問合

し込み：7月17日までにボランティアグル

とき

ところ

ープふれあい 鋤本（☎ 46･3267） 問

7 月 24 日㈯

中央図書館
（羽根井町）

合先：ボランティアグループふれあい 鋤
本、障害福祉課
（☎51・2329）

7 月 31 日㈯

9093）
、スポーツ課（☎ 51・2866）

市民文化会館
（向山大池町）
ウォータースライダー

アクアフェスタ2010
と き 7月25日㈰午前 9 時～正午（小雨決行）
ところ

問合先

河川課（☎ 51・2536）、給排水課（☎ 51・2726）

上下水道局（牛川町字下モ田）、豊川周辺

参加料 無料

■参加募集イベント
［にじますつかみどり］開催時間：午前 9 時 20 分～ 11 時 30 分

■主なイベント
［リバーウォークとよがわ］受付時間：午前 8 時 50 分～ 10 時※
午前 9 時からの開会式終了後、随時出発

内容：豊川沿い

約 4㎞を散策し、先着 700 人に参加賞
［クイズラリー］内容：受け付けでマップを受け取りクイズラリ
ーに挑戦
［アクア○×クイズ］開始時間：午前 11 時 30 分 内容：川や海

対象：小学生以下 定員：200人
（抽選）
［朝倉川探けん隊］
集合時間：午前9時 対象：小学生以下と保
護者 内容：水生生物調査 定員：10組
（抽選）
［共通事項］申し込み：7月12日（必着）までに、はがきでイベ
ント名・参加者全員の氏名（代表者に◎）
・年齢（学年）
、代
表者の住所・電話番号を河川課（〒440-8501住所不要）※当

について楽しみながら学びます

選者のみ7月20日までに通知

■学習・ふれあいコーナー

■その他

豊川探検、三河湾浄化、簡易水質測定、生活排水対策、透

天候などにより内容を変更・中止することがあります。中

視度計観察、微生物顕微鏡観察、きき水、水道のお仕事、

止の場合は当日午前 7 時以降にテレホンガイドとよはし（☎

水の計量ゲーム、金魚すくい、のんほいユーキ配布、給水

55・0001コード番号 786）
、ホームページ
（http://www.city.

車展示、節水 PR、東栄町物産展など

toyohashi.aichi.jp/water/）
でお知らせします。
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主な対象

どなたでも

女性

男性

地産地消クッキング教室
旬野菜でおもてなしゴハン

高齢者

障害者

事業

育児

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。

たきぎのう

わくわく体験クラブ
親子ポスター教室

く ら ま て ん ぐ

吉田城薪能 能
「鞍馬天狗」
とき：8 月7日㈯午後 6 時開演 ところ：

とき：8 月5日㈭・7日㈯午前 10 時～午

とき：8月4日㈬・5日㈭（全 2 回）午前 10

吉田城本丸広場（豊橋公園内）※雨天の

後 0 時 30 分 ところ：サーラプラザ豊橋

時～正午 ところ：青少年センタ―（牟

場合は豊城中学校体育館 出演：辰巳

（白河町） 内容：「旬の食材を旬の季

呂町字東里） 対象：市内在住の小学生

満次郎（シテ方宝生流・重要無形文化

節に」をテーマに、地元の食材を使い、

と保護者（小学生だけでも可） 内容：

財総合指定保持者）ほか

うなぎの大葉ソース 夏野菜の焼きサラ

ポスター作りのコツを学びながら制作

席自由。5,000 円

ダ添えと冷やし茶碗蒸しなどを作ります

します

三座事務所（東愛知新聞社内）
、豊橋

定員：各 20 人（抽選） 参加料：各 1,000

員：30 人（抽選） 受講料：無料

円
（材料費） 申し込み：7月22日
（必着）

物：画用紙 2・3 枚、絵の具セット一式

河三座事務所（東愛知新聞社内☎ 32・

までに希望日、参加者全員の住所・氏

またはクレヨン、筆記用具 申し込み：

3111）
、文化課（☎ 51・2873）

名・年齢・電話番号を返信先明記の往

7月17日（消印有効）までに返信先明記

復はがき、またはＥメールで農政課（〒

の往復はがき
（1 枚で 3 人まで。1 組 1 枚

info_

のみ有効）
で参加者全員の住所・氏名・

440-8501 住所不要☎ 51・2471
nosei@city.toyohashi.lg.jp）

エコキッズサーキット
とき：8月3日㈫～ 5日㈭午前 9 時～正午

講師：元小学校美術教諭

定
持ち

ほうしょうりゅう

入場料：全

チケット販売：三河

文化振興財団、豊橋丸栄

問合先：三

学年・電話番号、親子ポスター教室参
加希望と明記し青少年センター（〒4418087 牟呂町字東里 28 ☎ 46・8925）

ところ：資源化センターリサイクルプラザ

キャンプカウンセラー養成講座

（豊栄町字西） 対象：小学生と保護者

とき：7 月18 日㈰午前 9 時～ 19 日㈷午

内容：施設見学、牛乳パックを使った

後4 時（1泊2日） ところ：少年自然の家

はがき作り、廃油を使ったキャンドル

（伊古部町字下り） 対象：市内在住 ･

作りなど 定員：各小学生 10 人程度（抽

在学 ･ 在勤の高校生以上で、原則とし

とき：7 月 18 日㈰・25 日㈰午前 9 時～

選） 参加料：無料

て少年自然の家キャンプカウンセラー

11 時 ところ：幸公園内長三池北側の

持ち物：洗って開

能「鞍馬天狗」

ナガバノイシモチソウ観察会

いた牛乳・ジュースなどの紙パック1 枚

の活動ができる方

内容：少年自然の

自生地（佐藤町字池下・現地集合） 内

以上、ジャムのビン程度の大きさの空

家で行うキャンプ指導に関する知識 ･

容：全国的に分布地が少なく、絶滅が

きガラスビン 1 個 申し込み：7月15日

技術を学びます 定員：20 人（申込順）

心配される食虫植物で市指定天然記念

までに資源化センターリサイクルプラ

参加料：無料（食材費2,000円必要） 申

物のナガバノイシモチソウを観察しま

ザ（☎ 38・0777）
、施設課ホームページ

し込み：7月1日午前 8 時 30 分から少年

す。自生地には観察会の 2日間しか入

自然の家（☎ 21・2301）

れません 講師：ナガバノイシモチソウ

（http://www.city.toyohashi.aichi.jp/
bu_kankyo/shisetsu/）

親子で学ぶ東三河の自然と
生物多様性
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子ども

親子ものづくり体験教室
フォトスタンド作り
とき：7月24日㈯・25日㈰午前 9 時～正

植生調査団・保護の会 定員：各 60 人
（申込順） 参加料：無料

持ち物：帽

子、飲み物、筆記用具 申し込み：7月
1日から美術博物館（☎ 51・2879）

とき：7 月25 日㈰ ところ：鳳来寺山自

午 ところ：職業訓練センター（前田南

然科学博物館・愛知県民の森（新城市

町二丁目） 対象：小学生と市内在住・

門谷）
。バス使用 集合・解散：集合は

在勤の保護者

午前 10 時に豊橋信用金庫お客様相談

道具の使い方を学びながら、木製のフ

とき：7 月 23 日㈮午後 2 時～ 3 時 30 分

所前（駅前大通一丁目）
、解散は午後 4

ォトスタンドを作ります 定員：各 25 組

ところ：つつじが丘地域福祉センター

時に集合場所

50 人（抽選） 参加料：1 組 1,000 円 申

（佐藤五丁目） 対象：市内在住で高齢

対象：小学生と保護者

内容：のこぎりなどの

落語で学ぶ悪質商法
小粋に笑って知る手口

内容：豊川上流部の自然と生態系につ

し込み：7 月14 日までに希望日、住所、

者の消費者被害について関心のある方

いて学びます 定員：20 組（抽選） 参

参加者全員の氏名・電話番号・子ど

内容：悪質商法の手口とその対処につ

加料：無料 持ち物：昼食、飲み物 申

もの学年を工業勤労課（☎ 51・2437

いて落語をとおして学びます 定員：50

し込み：7月15日までに穂の国森づくり

kogyokinro@city.toyohashi.lg.jp）

人程度（申込順） 参加料：無料 申し

の会（☎ 55・5272） 問合先：穂の国森

込み：7月1日から豊橋市東部地域包括

づくりの会、広域推進課（☎ 51・2180）

支援センター
（☎ 64・6666）

