
20広報とよはし  平成 26 年 7月1日

どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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	7月12日㈯からシーパレス日港福
レジャープールを開場します

とき：7月12日㈯～8月31日㈰午前9時～

午後6時（初日は午前11時～午後5時）

※天候などにより開場時間を短縮、休

場する場合あり　ところ：シーパレス日港

福レジャープール（神野新田町字ミノ割）　

入場料：大人800円、中学生以下400円

※初日は無料　交通機関：豊鉄バス「総

合スポーツ公園行き」豊橋駅前7番乗り

場（期間中の土・日曜日、夏休み期間は

臨時バス運行予定）※「シーパレスレイ

ンボープール」利用券付き往復割引乗車

セット券（2割引）の販売あり　その他：初

日は桜丘高等学校生徒による和太鼓の

実演あり（晴天の場合のみ）。7月17日㈭・

25日㈮、8月4日㈪・19日㈫・27日㈬に

賞品付きイベントを開催※入場料のみ

で参加可。人数制限あり　問い合わせ：
日港福プール管理事務所（☎32・9093）、

市役所スポーツ課（☎51・2866）

	平成26年度　くすのき特別支援
学校体験入学

とき／ところ：［小学部］7月22日㈫午前

9時10分、10月27日㈪午前9時10分／

豊川特別支援学校（豊川市平尾町）［中
学部］7月23日㈬午前9時10分／豊川

特別支援学校［高等部職業コース］10月
2日㈭（時間は未定）／豊川特別支援学

校本宮校舎（豊川市大木町）　対象：知

的な発達に遅れや情緒に障害のある

子どもと保護者　内容：授業体験、各

学部の説明、希望者向け教育相談な

ど　申し込み：各開催日の2週間前まで

に直接または電話で子どもの所属する

学校・園　問い合わせ：教育政策課（☎

51・2819）

	スキルアップセミナー（在職者対象）
建築C

キ ャ ド

AD講座

とき：8月2日㈯・3日㈰（全2回）午前

9時～午後4時30分（3日は午後3時

40分まで）　ところ：愛知県立東三河高

等技術専門校（豊川市一宮町）　対象：
Jw_CADで建築CAD検定の受検を目

指している方　定員：15人（抽選）　受
講料：2,300円　持ち物：筆記用具　申
し込み：7月4日までに申込書を東三河

高等技術専門校（☎0533・93・2018

0533・93・4267 higashimikawa-

senmonko@pref.aichi.lg.jp）※申込書は

ホームページ（http://www.pref.aichi.jp/

shugyo/koukyou/higasimi/）で配布

	豊橋青少年オーケストラキャンプ
マエストロと夢見る若者たちのコンサート

とき：7月26日㈯午後2時開演　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）　内容：浮ヶ谷孝夫さん

の指揮による、東三河地域の青少年た

ちとブランデンブルグ国立管弦楽団フラ

ンクフルト首席ソリストたちの共演です　

曲目：「驚
きょうがく

愕シンフォニー」（ハイドン「交

響曲第94番第2楽章」より編曲）、グリー

グ「ホルベルク組曲」より第1楽章・第5

楽章、ベートーヴェン「交響曲第5番『運

命』」より第3楽章・第4楽章、ブルッフ

「ヴァイオリン協奏曲第1番」より第3楽

章ほか　入場料：全席自由。大人1,000

円、高校生以下500円　チケットの販売：
市役所文化課（西館3階）・じょうほうひ

ろば（東館1階）、プラットチケットセン

ター、ライフポートとよはし総合案内所　

その他：未就学児の入場は不可　問い
合わせ：文化課（☎51・2873）

	炎の祭典
■炎の祭典（炎の舞）
とき：9月13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：
8月5日～9月5日、9月8日～12日にチ

ケットぴあ（☎0570・02・9999［Pコード：

626-895］、コンビ二エンスストア（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
■炎の舞　入場整理料

席内容 前売り料金
（1 人）

当日料金
（1 人）

桟敷SS席※ 3,500 円 4,000 円
桟敷S席 2,500 円 3,000 円
イスA席 1,000 円 1,500 円
内野スタンド席 　 1,000 円
外野スタンド席 　 500 円
※桟敷SSは、豊橋商工会議所のみの販売です

■ヨウカン手筒花火参加者募集
とき：9月13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（高校生は除く）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
ほうよう

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　申込期限：7月31日㈭

［共通事項］その他：炎の祭典オフィシャ

ルブログ（http://honoonosaiten.dosugoi.

net/）で祭典の裏話などを紹介していま

す　申し込み：各申込期限までに申込書、

参加料、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/event/honoo/）で配布　問い
合わせ：炎の祭典実行委員会（☎53・

7211）、観光振興課（☎51・2430）

ウォータースライダー

炎の祭典（炎の舞） 昨年のコンサートのようす
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	アクアリーナ豊橋
ウェーブストレッチレッスン

とき：7月22日㈫午後1時45分～2時

15分、7月24日㈭午後6時15分～6時

45分　ところ：アクアリーナ豊橋（神野

新田町字メノ割）　対象：中学生以上　

内容：腰痛、肩こりの緩和、骨盤の歪
ゆが

み矯正、転倒予防などの効果が期待で

きるストレッチ教室です　定員：各10人

（申込順）　参加料：各300円（当日現

金払い）※トレーニングルームを利用す

る場合は、別途施設利用料大人（18歳

以上）400円、中・高校生150円必要　

持ち物：室内用シューズ、タオル、飲み

物　申し込み：7月1日からアクアリーナ

豊橋（☎31・4781）

	プログラミングの世界をのぞいてみよう
とき：8月3日㈰午後1時～3時　ところ：
視聴覚教育センター（大岩町字火打坂）　

対象：小学4年～高校3年生で、キー

ボードのアルファベットキーを探さずに

打てるプログラミング初心者の方　内
容：JavaScriptのテンプレートを使用し、

基本的にスマートフォンでも動くプログ

ラミングにチャレンジします　定員：20

人（申込順）　参加料：無料　持ち物：
Windows7以降のノートパソコン　そ
の他：参加者の入力作業などをサポー

トするボランティアも募集しています。

詳しくはお問い合わせください　申し込
み：7月6日午前9時から視聴覚教育セ

ンター（☎41・3330）

	応急手当普及員講習
とき：9月5日～19日の金曜日（全3回）

午前9時～午後5時　ところ：中消防署

（東松山町）　対象：市内在住・在勤で、

所属する事業所や団体で応急手当の講

習を開催し指導していただける方　内
容：応急手当を普及し指導する方を養

成する講習会です　定員：30人（申込

順）　受講料：無料（テキスト代3,400円

必要）　その他：全課程を修了した方に

は認定証を交付。3年ごとの再講習が

必要。認定後の活動は、訓練用人形

の貸し出しなど消防署がサポートしま

す　申し込み：7月31日までに消防救急

課（☎51・3101）

プログラム名 とき 対象／内容／定員（抽選）／持ち物

運動あそび
8月9日㈯・23日㈯
①午前9時40分～10時40分
②午前11時～正午

小学1～3年生（保護者同伴）／鉄棒・竹馬／各20人／室内用シューズ

おやこ造形あそび 8月10日㈰
午前10時～11時30分 年少児～小学生と保護者／砂絵であそびます／20組

おやこふれあい体操 8月20日㈬
午前10時30分～11時30分 生後4か月～1歳未満児と保護者／20組

おやこヨガ 8月21日㈭
午前10時30分～11時15分 生後7か月～1歳半児と保護者／15組

図書企画	光の箱
8月24日㈰
①午前10時30分～11時30分
②午後2時～3時

小学生以上／アーティスト村松泰三さん考案の「光の箱」をアレンジ
し、カラーセロファンを使った作品を作ります／各10人／懐中電灯

めざせ！わっぱなし 8月30日㈯※雨天順延31日㈰
午前9時15分～10時30分

年長児～小学生と保護者／補助輪なし自転車の練習と交通安全ルー
ルを学びます／15組

休館日：月曜日※祝日の場合は翌平日

■7月のあそび場　対象：0～3歳児と保護者　参加料：無料　申し込み：不要
つどいの広場　とき：毎週火・水・金曜日（休館日、祝・休日を除く）午前9時30分～午後0時30分　内容：親子で気軽
に出かけ、交流ができる広場
なかよし広場　とき：7月17日㈭午前10時30分～11時30分　内容：読み聞かせ、ふれあい体操など
■交通児童館2014　おいでよ！こうつうの森　もっと！交通安全　
とき：7月6日㈰　内容：「交通安全」をテーマにした、さまざまな企画があります
■豊橋市交通児童館＆ばったり堂　夏だ！豊橋妖怪　なにか	ようかい?!
とき：7月19日㈯～8月3日㈰　内容：「豊橋妖怪」をテーマにあそびます
■8月のプログラム
参加料：明記されているもの以外は無料　申し込み：7月15日（必着）までに返信先明記の往復はがき（1通につき1家族）
で①プログラム名（複数可）②とき③参加者の氏名（ひらがな）・年齢（月齢まで）・学年④保護者の氏名⑤電話番号を交通
児童館（〒440-0864向山町字池下35）※窓口での普通はがきの受け付けも行います

問い合わせ：	交通児童館（☎61・5818
 http://toyohashi.shopro.co.jp/）

携帯電話用
ホームページ
QRコード


