催し情報 楽しむ・学ぶ 情報ひろば

実験ショー マイナス196度の世界

みなとふれあい体験イベント
港のお仕事展 海上保安庁編

とき：8月7日㈯～ 15日㈰の土・日曜日
午前 11 時 50 分、午後 2 時 20 分（各約

■展示

25 分） ところ：地下資源館（大岩町字

とき：8 月16 日㈪～ 31 日㈫午前 9 時～

火打坂） 内容：液体窒素を使い超低温

午後 5 時

の世界で花や風船、ボールなどの物質

パネルや巡視船模型展示など

の変化を観察します。超伝導の実験も

■お話会

行います 参加料：無料 申し込み：不

とき：8月20日㈮午前10時～11時 対象：

要 問合先：地下資源館（☎ 41・2833）

小学生と保護者 内容：海上保安庁の仕

内容：海上保安庁に関する

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。

事、海上安全の話、水質測定キットの

福祉レクリエーション
ボランティアセミナー

催し情報

実演展示 講師：海上保安署職員
［共通事項］

とき：9月2日～ 10月7日の木曜日（全 6

ところ：カモメリア（神野ふ頭町） 参加

回）午後 1 時～ 3 時 ところ：さくらピア

料：無料 申し込み：不要

（東新町）ほか 内容：社会福祉施設な

湾活性課（☎ 34・3710）

どの余暇活動や福祉イベントなどのボ

楽しむ・学ぶ

問合先：港

農業後継者との交流会
婚活ピザ作りを体験しよう

実験ショー 目のさっかく？

ランティア活動で活用できる福祉レクリ
エーション理論、ゲーム指導などを学

とき：8月21日㈯～ 9月5日㈰の土・日

とき：9 月 26 日㈰ 午 前 9 時 ～ 午 後 5 時

びます 定員：50人（申込順） 受講料：

曜日午前11時50分、午後2時20分（各

ところ：デンパーク（安城市）※バス使用

1,000 円（テキスト代など） 申し込み：

約25分） ところ：地下資源館
（大岩町字

集合・解散：豊橋駅西口

8月27日までに豊橋市社会福祉協議会

火打坂） 内容：見えていたものが消え

女性

たり、見えないものが見えたり、目と脳

2,000 円 申し込み：9月10日までに JA

のふしぎな関係などを楽しい実験で体

豊橋高豊支店（☎ 21・2111） 問合先：

感します 参加料：無料 申し込み：不

農業委員会（☎ 51・2950）

（☎ 52・1111）

対象：独身

定員：15 人（申込順） 参加料：

要 問合先：地下資源館
（☎41・2833）
らではのイベントです。今年で８

地域の主要産業でもある浜松市な

ク発祥の地であり、バイク産業が

「バイクのふるさと浜松」は、バイ

ださい 問合先 ㈶浜松地域テク

ら無料シャトルバスを利用してく

りません。四輪者用特設駐車場か

当日会場には四輪車の駐車場があ

館（浜松市東区流通元町） その他

遠州地区

回目を迎え、毎年３万人を超える

ノポリス推進機構（☎０５３・４

バイクのふるさと浜松２０１０

人が訪れます。街中から会場まで

バイクシンクロ演技デモンストレーション

８９・８１１１）

親子でものづくり体験

白バイ隊を先頭におよそ１００台

のバイクによる「交通安全宣言パ

レード・ラン」に始ま り、 家 族み

んなで楽しめるイベントがもりだ

くさんの２日間。今年は浜松市美
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術館、浜松市博物館でも関連企画

展が８月 日㈰まで開催されてい

ます。見て、触れて、バイクを通

じて浜松の魅力を体験してくださ

い。※イベントは天候などにより

変更する場合があります。詳しく
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はホームページ（ http://www.bike-

）
参照。
furusato.net
とき ８ 月 日 ㈯ 午 後 １ 時 ～ ５

時、８月 日㈰午前９時～午後４

時 ところ 浜松市総合産業展示

22

● 浜松市

広報とよはし 平成 22 年 8月1日 12

主な対象

どなたでも

女性

男性

とよはし
「バスの日」
2010
タッチ・ザ・バスツアー

高齢者

障害者

事業

ワークショップ
わんがけで宝石をさがそう

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。

小曽根真ピアノ・ソロ・リサイタル
とき：10 月 22 日㈮ 午 後 6 時 30 分 開 演

とき：9月18日㈯［1回目］午前10時～午後

とき：8 月13日㈮～ 15日㈰午前 9 時 30

ところ：ライフポートとよはしコンサート

0時30分頃［2回目］午後1時～3時30分頃

分～ 11 時（随時参加可） ところ：地下

ホール（神野ふ頭町） 曲目：マズルカ

集合・解散：豊橋公園 対象：小学生以下

資源館（大岩町字火打坂） 内容：サイ

第 13 番、ワルツ第６番、前奏曲第４

と成人の保護者※4人程度まで。保護者は

エンス・ボランティアの指導で、水の

番ほか 内容：日本を代表するジャズピ

1人以上 内容：路線バスに乗ったままでの

力を使って鉱物をより分ける方法を体

アニスト小曽根真によるソロ・リサイタ

洗車機体験、路線バスとの綱引き、バス整

験します。小さな鉱物のプレゼントあ

ル。生誕 200 年を迎えたショパンをテ

備工場の見学など 定員：各60人程度（抽

り 参加料：無料 申し込み：不要 問

ーマに演奏します 入場料：全席指定

選。結果は9月上旬に通知） 参加料：無料

合先：地下資源館（☎ 41・2833）

席。S 席 4,000 円、A 席 3,000 円 チケッ

申し込み：8月20日（必着）までに返信先明

トの発売：8 月14日から豊橋文化振興

記の往復はがきで希望の回、参加者の人

財団、ライフポートとよはし総合案内所、

数、代表者の郵便番号・住所・氏名・年齢・

豊橋丸栄プレイガイド、カルミアサービ

電話番号、参加者全員の氏名・年齢をとよ

スセンター、オリエント楽器豊橋店、チ

はしバスの日イベント実行委員会（都市計

ケットぴあ
（☎ 0570・02・9999［Pコード

画課内〒440-8501住所不要）※募集要項は

110-779］
）
、8月16日から市役所じょう

ホームページ（http://www.city.toyohashi.

ほうひろば その他：託児あり（予約制。

aichi.jp/bu_toshikeikaku/toshikeikaku/busday.html）
、市役所都市計画課（東館9階）
で配布中 問合先：とよはしバスの日イベン
ト実行委員会（☎51・2620）

東海能楽研究会 能楽講座
魚町に伝わる能、
狂言

「わんがけで宝石をさがそう」のようす

サマーカレッジチャレンジショップ

1人500円） 問合先：豊橋文化振興財団
（市民文化会館内☎ 61・6145）
はないく

12日・13日を除く）午前 10 時～午後 7

日帰り花育バスツアー
豊橋・田原の旬の味覚と花めぐり

時 ところ：コンチェルトタワー豊橋向い

とき：9 月9日㈭午前 9 時～午後 3 時 30

の店舗（広小路二丁目） 内容：市内大

分 ところ：JA 愛知みなみマムポート

とき：8月8日㈰～ 28日㈯（水曜日、8月

とき：8 月15日㈰午後 1 時～ 5 時 とこ

学の学生が中心となって店舗を運営す

センター、サンテパルクたはら、あぐ

ろ：カリオンビル（松葉町二丁目） 集

るほか、さまざまなイベントを開催しま

りパーク食彩村※バス使用

合：安海熊野神社 テーマ／講師：
「魚

す 問合先：商業観光課
（☎51・2425）

散：豊橋市役所またはサンテパルクた

集合・解

町の能面ミニ研究発表」
／保田紹雲さん

はら（田原市野田町芦ケ池） 内容：JA

（能面研究家）
、「雲形本・魚町狂言伝

愛知みなみマムポートセンター（花き出

書の性格」／林和利さん（名古屋女子大

荷場）の見学、地産地消ランチバイキ

学教授）
ほか 定員：30 人
（先着順） そ

ング、地元の花をつかったフラワーア

の他：安海熊野神社での虫干し見学あり

レンジメント教室

問合先：社会教育課（☎ 51・2849）
、東

参加料：3,500 円（昼食代など） 申し込

海能楽研究会豊橋支部
（☎ 52・4149）

障害者スキルアップセミナー
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子ども

チャレンジショップのようす

東陽ふれあい音楽会

定員：30 人（抽選）

み：8月18日（必着）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を豊橋田原広域農業
推進会議事務局（農政課内〒440-8501

とき：9月11日㈯午前9時～午後4時30分、

とき／内容／出演：8月4日㈬午前 10 時

住所不要 56・5130

9月12日㈰午前9時～午後3時40分
（全

／リコーダーアンサンブルを楽しもう

city.toyohashi.lg.jp） 問合先：豊橋田

2回） ところ：愛知障害者職業能力開発

素朴な音色をあなたに／池田りえ（リコ

原広域農業推進会議事務局（農政課内

校（豊川市一宮町） 対象：在職障害者

ーダー）ほか、8月25日㈬午前 10 時／

☎ 51・2471

でパソコンの基本操作ができる方 内

私のお気に入り お気に入りの名曲を楽

tahara.jp/）

容：動画作成ソフト
「フラッシュ」
によるア

しいトークとともに／安藤よしの（フル

ニメーションの作成 定員：10人（抽選）

ート）ほか ところ：東陽地区市民館（多

受講料：無料

米中町一丁目） 参加料：400円
（当日参

申し込み：愛知障害者

職業能力開発校（☎ 0533・93・2102

加可。前売り券は飲み物とお菓子付き）

noryokukaihatsuko@pref.aichi.lg.jp）

問合先：東陽地区市民館
（☎ 61・7741）

info_nosei@

http://www.toyohashi-

