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催し情報
楽しむ・学ぶ
	普通救命講習会

とき：8 月18日㈯午後 1 時 30 分～ 4 時

30 分　ところ：中消防署（東松山町）　

対象：中学2年生以上　内容：事故現場

などに居合わせた時、適切な応急手当

ができるように知識、技能を身に付け

ます　定員：30 人（申込順）　受講料：
無料　その他：修了者には修了証を交

付。受講後 2 年を経過する方も、救命

技能の維持向上のため再度受講してく

ださい。駐車場は中消防署の東側訓

練場を利用してください　申し込み：7

月15日～ 8月10日に中消防署（☎ 52・

0119）

	防火管理者（甲種・乙種）
資格取得講習会

とき：甲種／ 8月28日㈫・29日㈬（全 2

回）、乙種／ 8月28日㈫。午前 9 時 30

分～午後4時15 分（29日は午後2時50

分まで）　ところ：ライフポートとよはし

中ホール（神野ふ頭町）　対象：東三河

地域に在住または在勤の、防火管理者

の選任を必要とする防火対象物の関係

者で、管理的・監督的な地位の方　定
員：甲種／ 100 人、乙種／ 10 人（各申

込順）　受講料：無料（テキスト代など

4,000 円必要）　申し込み：8月6日～ 8

日にテキスト代を市役所消防本部予防

課（西館5階☎51・3115）、中消防署（東

松山町☎ 52・0119）、南消防署（曙町

字南松原☎46・0119）

	機能訓練事業
水泳による訓練	

とき：7月21日㈯・28日㈯、8月4日㈯・

17日㈮・24日㈮・31日㈮午後6時～7時

（全6回）　ところ：アクアリーナ豊橋（神

野新田町字メノ割）　対象：市内在住の

障害者・児（手帳保持者）と家族、介護

者※家族、介護者も入水します　内容：
水中で身体を動かすことで新陳代謝の

促進を図るとともに、水の浮力で身体部

位の緊張も緩和し、機能の保持を図り

ます。競泳指導ではありません　講師：
壁谷田恵子さん（水泳インストラクター）　

定員：10組（申込順）　参加料：無料　申
込先：7月16日から、さくらピア（東新町

☎53・3153 53・3200）

	脳の元気はつらつクラブ
とき：8月29日からの水曜日午後1時30

分～3時　ところ：下地老人福祉センター

（下地町字宮前）　対象：おおむね65歳

以上で認知症予防に興味のある方　内
容：趣味をとおして認知症予防に良いと

される「調べる」「話し合う」「計画を立て

る」ことを実践して脳の機能をきたえま

す　定員：10人　参加料：無料（活動内

容により実費負担あり）　申込先：長寿介

護課（☎51・2338）

	吉田城薪
たきぎのう

能
とき：7月28日㈯午後6時30分開演　と
ころ：吉田城本丸広場（豊橋公園内）※

雨天の場合は豊城中学校体育館（今橋

町）　演目：舞
ま い ば や し

囃子「山
やまんば

姥」、狂言語り 

童話「ひかりの素足」より、能「光の素

足」　出演：中
なかしょ

所宜
の ぶ お

夫（観
かんぜりゅう

世流シテ方）ほ

か　入場料：一般 3,800 円、小学生～

大学生 1,000円　チケットの販売：豊橋

文化振興財団、豊川堂、精文館書店、

ほの国百貨店、東愛知新聞社、㈱東雲

座カンパニー、チケットぴあ（Pコード：

421-632）　問合先：三河三座　伊藤（☎

090・7438・

9779）、 市 役

所文化課（☎

51・2873）

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。

豊橋市の「ほの国こどもパスポート事業」対象施設
総合動植物公園、市民プール、視聴覚教育
センター（プラネタリウム）、自然史博物館、
美術博物館、二川宿本陣資料館、青少年セ
ンター（体育館）、こども未来館（まち空間）
※詳細は各施設に問い合わせてください

	若返り教室
日程など：下表　対象：おおむね65歳以上の方　受講料：無料　申し込み：前日までに各申込先　問合先：各申込先、長寿介護課

（☎51・2338）

■若返り教室　時間は午後1時30分～3時

教室名 とき ところ 内容／講師／定員（申込順）／持ち物 申込先

体操で
若返り教室 8 月 23 日㈭ 前芝地区市民館

（前芝町字西）

転倒や加齢による痛みの予防に必要な運動の
話と実践について学びます／保健師など／ 40
人程度

地域包括支援センターみのり
（大村町字山所☎ 51・1339）

お口から
若返り教室 8 月 30 日㈭ 東陵地区市民館

（牛川町字乗小路）
飲み込みとお口の体操について学びます／歯
科医師、歯科衛生士／ 50 人程度／手かがみ

赤岩荘地域包括支援センター
（多米町字大門☎ 66・1262）

現代能「光の素足」



9

どなたでも主な対象 女性 男性 子ども 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。

	炎の祭典
■炎の祭典（炎の舞）
とき：9月8日㈯午後 6 時　ところ：豊橋

球場（豊橋公園内）　入場整理券の発
売：7 月 31 日 ～ 8 月 31 日、9 月 3 日 ～ 

7日にチケットぴあ（Pコード：621-409）、

コンビニエンスストア（サークル K・サ

ンクス、セブン-イレブン）、豊橋商工

会議所　入場整理料：下表

■ヨウカン手筒花火参加者募集
とき：9月8日㈯午後 6 時　ところ：豊橋

球場（豊橋公園内）　参加資格：満18歳

以上（高校生を除く）で、当日午後 4 時

に会場で規定の講習を受けられる方　

定員：30人（申込順）　参加料：3,000円　

その他：放揚したヨウカン手筒は記念品

として贈呈。参加者はヨウカン手筒放

揚後、出演者観覧エリアで「炎の舞」を

観覧できます

■物産展・模擬店テナント出店者募集
出店料：1小間／35,000円（税込）

■長縄跳び大会参加チーム募集
とき：9月8日㈯午前10時　ところ：豊橋

公園内　対象：1チーム7人以上で長縄

跳びを持参できる方　定員：35 チーム

（申込順）　参加料：無料　その他：優

秀チームには賞品あり

［共通事項］その他：炎の祭典オフィシャル 

ブログ（http://honoonosaiten.dosugoi.

net/）では祭典の裏話などを紹介してい

ます　申し込み：7月31日までに申込書、

料金、必要書類を炎の祭典実行委員会

（豊橋商工会議所内〒440-8508 住所

不要）※申込書は炎の祭典実行委員会、

ホームページ（http://www.toyohashi-

cci.or.jp/kanko/honoo/）で配布　問合
先：炎の祭典実行委員会（☎53・7211）、

観光振興課（☎51・2430）

	おはなしのへや
日程など：下表　内容：ボランティアや図

書館スタッフによる紙芝居や絵本の読

み聞かせ　参加料：無料　申し込み：不

要　問合先：中央図書館（☎31・3131）

	調べ学習を応援します！
とき：7月18日㈬～8月31日㈮午前9時

30 分～午後 6 時 30 分（土・日曜日、祝

日は午後 4 時 30 分まで）　ところ：中央

図書館（羽根井町）　対象：小・中・高

校生　内容：調べたいことが思いつか

ない、本の探し方がわからないなど、

調べ学習の悩み相談に図書館職員が応

じます　その他：テーマや予定が決ま

っている場合は、電話予約ができます　

問合先：中央図書館（☎31・3131）

	豊川浄化センター
夏休み親子下水道教室

とき：8月20日㈪午前 9 時 30 分～ 11 時

30分、午後1時30分～3時30分　とこ
ろ：豊川浄化センター（新西浜町）　対
象：小学 4 ～ 6 年生と保護者　内容：下

水道の仕組みの説明と下水処理場の見

学　定員：各 20 組（申込順）　参加料：
無料　その他：天候により中止する場合

あり　申し込み：7月30日～8月17日の

月～金曜日午前 9 時～午後 5 時に豊川

浄化センター（☎32・4181）

	親子で学ぶ
夏休み親子血液教室

とき：8月21日㈫午前コース／午前10時

30 分～午後 0 時 30 分、午後コース／ 

午後2時30分～4時30分　ところ：愛知

県赤十字血液センター豊橋出張所（東脇

三丁目）　対象：小学4～6年生と保護者　

内容：血液おもしろゼミナール、血液セ

ンター見学、血液型判定（希望する子ど

ものみ）　定員：各30組（申込順）　申し
込み：7月23日からの月～金曜日午前9

時～正午、午後1時～5時に愛知県赤

十字血液センター（☎0561・85・4283）　

問合先：愛知県赤十字血液センター、市

役所福祉政策課（☎51・2355）

	夏休み親子講座　キッズクッキングと
パパママおしゃべりタイム

とき： 8月21日㈫午前 10 時～正午　と
ころ：こども未来館ここにこ（松葉町三丁

目）　対象：小学生と保護者　内容：地

元野菜を使った夏野菜カレー作りと保

護者同士の交流を通じて、家族が協力

し合う大切さについて考えます　講師：
木田きよえさん（JA豊橋女性部会）ほか　

定員：15 組程度（抽選）　受講料：無料

（材料費 1 人 500 円必要）　その他：生

後6か月～未就学児の託児あり（予約制。

1 人 350 円必要）　申し込み：8 月3 日

までに市民協働推進課（☎51・2188

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/

danjocenter/event.html）

■炎の舞　入場整理料
席内容 前売料金 当日料金
SS特別席 3,500 円 3,700 円
SS席 2,500 円 2,700 円
S席 1,800 円 2,000 円
A席 1,300 円 1,500 円
B席 500 円 700 円
内野スタンド席 　 700 円
外野スタンド席 　  500 円

■�地区市民館・市民文化会館（各40分）
　対象は小学生以下と保護者

とき ところ

8月17日㈮
午前11時

南陽地区市民館
（草間町字平東）

8月18日㈯
午後3時

市民文化会館
（向山大池町）

8月25日㈯
午前10時30分

南稜地区市民館
（大清水町字彦坂）

8月25日㈯
午前11時

前芝地区市民館
（前芝町字西）

青陵地区市民館
（南牛川二丁目）

■中央図書館（各30分。木曜日は20分）
とき 時間 対象

毎週火曜日
午前 11 時 1 ～ 3 歳児と

保護者毎月最終
水曜日

毎月第1・2・
4木曜日

午前 10 時・
10 時 30 分・
11 時

1歳6か月以下
の子どもと保
護者

毎週土曜日 午後 1 時・
2 時・3 時

小学生以下と
保護者

（午後3時30分
からは外国の
絵本でどなた
でも）

毎月第2
土曜日

午前 10 時
45 分、
午後 3 時
30 分

毎月第3
土曜日 午前 11 時 5 歳児～小学

生と保護者

毎月第3
日曜日

午後 2 時・
3 時 小学生以下と

保護者毎月第4
日曜日 午後 2 時


