どなたでも

主な対象

女性

男性

さくらピア 各種イベント

子ども

高齢者

障害者

事業

点訳・音訳ボランティア養成講座

■クラフト教室

■点訳ボランティア養成講座

とき：5 月 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、

とき：5 月19日～来年 3 月1日の火曜日
（全 30 回）午前 10 時～正午

内容：点

日曜日
（全6回）午後1時30分～3時30分

字の表記法や点訳技術、点訳実技など

対象：市内在住の身体障害者・療育・

を学びます

精神障害者保健福祉手帳所持者（重度

■音訳ボランティア養成講座

障害者は介護者同伴）
と家族 内容：初

とき：5月29日～来年 3月18日の金曜日

心者を対象に、身近な材料を使ってク

（全 22 回）午前 10 時～正午

内容：音

訳の正しい発音や音訳技術、音訳実技

さん
（クラフトアドバイザー） 定員：30人

などを学びます

（申込順） 参加料：100円
（初回集金）

［共通事項］ところ：点字図書館 明生会

■バドミントン教室

館（東松山町） 対象：おおむね 60 歳未

とき：5 月10日・24日、6 月7日・21日、

満の方 定員：各 20 人（申込順） 受講

7月5日・19日の日曜日（全 6 回）午後 2

料：無料（テキスト代必要） 申し込み：

時～ 4 時

5 月8 日までに希望する講座名、住所、

対象：市内在住の身体障害

持者（重度障害者は介護者同伴）と家族

館（☎ 52・2614

内容：初心者を対象に、バドミントンの
基本を練習します

講師：西郷強次さ

楽しむ・学ぶ

52・2634）

点訳ボランティア養成講座

自然観察会
潮干狩りで学ぶ干潟の生物多様性

談

氏名、電話番号を点字図書館 明生会

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）
※詳細は各施設にお問い合わせください

相

者・療育・精神障害者保健福祉手帳所

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。

ん
（豊橋バドミントン協会） 定員：20 人

とき：① 5月20日～ 9月9日の水曜日（8

とき：5月16日㈯午前 9 時～午後 0 時 30

（申込順） 参加料：500 円（初回集金）

月12日を除く。全 16 回）午前 10 時 30

分（雨天順延 17日㈰） ところ：豊橋市

持ち物：室内用シューズ、
あればラケット

分～正午② 5 月 23 日～ 9 月 12 日の土

周辺

■さくらカフェ 緑のカーテンを作ろう

曜日（8月15日を除く。全 16 回）午後 7

ス使用 対象：どなたでも（小学生以下

集合・解散：自然史博物館※バ

貝類やカニ類を観察し、干潟の生態系

精神障害者保健福祉手帳所持者（重

者の情報保障への理解を深めます 講

を学びます 講師：当館学芸員 定員：

度障害者は介護者同伴）と家族、友人

師：点 工 房

定員：各 15 人（申込 順）

50 人（抽選） 参加料：200 円 申し込

内容：市のエコ活動の一環として、緑

受講料：各 2,000 円（テキスト代など）

み：5月1日（必着）までに返信先明記の

のカーテン（ゴーヤ）の育て方を学びま

持ち物：筆記用具 申し込み：5月15日

往復はがきで教室名、参加希望者全員

す 講師：大久保昌良さん（末広種苗）

までに豊橋市社会福祉協議会（☎ 52・

の住所・氏名・年齢・電話番号を自然

ほか

1111）

史博物館「潮干狩り」係（〒441-3147 大

350 円（当日集金。ゴーヤの苗・肥料・
飲み物付き）

新緑の乳岩峡 自然観察会  

岩町字大穴 1-238 ☎ 41・4747）

［共通事項］ところ：さくらピア その他：

とき：5月17日㈰午前9時～午後5時（小

緑のカーテン作り方講習会

詳細はホームページ（http://hosyoren.

雨決行） ところ：乳岩峡（新城市） 集

とき：5月16日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分、

jp/sakurapia/）参照。手話通訳・要約

合・解散：豊橋信用金庫お客様相談所

午後 2 時～ 3 時 30 分 ところ：豊橋みど

筆記などが必要な方は、申込時にお

前（豊橋市駅前大通一丁目）※バス使

りの協会（大岩町字大穴 総合動植物公

申し出ください 申し込み：4月15日午

用 講師：三河生物同好会 定員：40人

園東門） 対象：市内在住で、緑のカー

前 9 時から、さくらピア（東新町☎ 53・

（抽選） 参加料：3,000 円 持ち物：昼

テンを設置可能な方 定員：各25人（申

食、飲み物、雨具など 申し込み：5月

込順） 受講料：各 1,000 円※総合動植

7日までにNPO法人穂の国森づくりの会

物公園に駐車する方は別途駐車料金が

（☎ 55・5272） 問 い 合わせ：NPO 法

必要 その他：実際に植物を植えたプ

人穂の国森づくりの会、政策企画課（☎

ランターは持ち帰れます 申し込み：5

51・2181）

月8日までに温暖化対策推進室（☎ 51・

3153

53・3200）

2419）

広報とよはし 平成 27 年 4月15日 12

情報あれこれ

は保護者同伴） 内容：干潟で見られる

畑町） 内容：点字を学習し、視覚障害

集

時～ 8 時 30 分 ところ：あいトピア（前

対象：市内在住の身体障害者・療育・

募

とき：5 月 14 日㈭午後 1 時 30 分～ 3 時

定員：30 人（申込順） 参加料：

支 援・医 療

ラフトを楽しみます 講師：水野香代子

催し情報

楽しむ・学ぶ

12月13日、来年 1月10日、2月14日の

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。

育児

地下資源館（☎ 41・2833）・視聴覚教育センター（☎ 41・3330）の催し（〒441-3147 大岩町字火打坂 19-16）
参加料：無料 申し込み：明記していないものは不要

楽しむ・学ぶ

星空観望会
春の星空を楽しもう

とき：4 月26日㈰午後 1 時～ 3 時（随時

ワークショップ
ふ ちん し
浮沈子・ふしぎな形のコマをつくろう

とき：5 月 9 日㈯ 午 後 7 時 ～ 8 時 30 分

参加可） ところ：視聴覚教育センター

とき：4月29日㈷、5月3日㈷～ 6日㉁午

対象：どなた

内容：サイエンス・ボランティアといっ

後 1 時 30 分～ 3 時 30 分（随時参加可）

でも（中学生以下は保護者同伴） 内

しょに簡単な工作や科学あそびを体験

ところ：視聴覚教育センター 内容：ペッ

容：金星、木星、北斗七星、春の大曲

します 問い合わせ：地下資源館

トボトルに入った浮き（浮沈子）が手を

ところ：地下資源館屋上

おもしろサイエンスの日

線などを観望します（天候不順の場合

触れずに思いのままに浮き沈みするお

支 援・医 療

実験ショー 空気のひみつ

もちゃや、好きな形に切ったボール紙

員：80 人（申込順） 持ち物：筆記用具、

とき：5 月3日～ 31日の日曜日午後 1 時

でコマを作ります 問い合わせ：地下資

懐中電灯、あれば双眼鏡・星座早見盤

30 分・2 時 30 分（各約 20 分） ところ：

源館

など 申し込み：4月18日午前 9 時から

地下資源館 内容：空気の重さ・圧力・

視聴覚教育センター

流れによるふしぎな現象を実験で紹介

は、プラネタリウムでの星空解説） 定

します 問い合わせ：地下資源館

相

科学とアートの積木遊び
とき：5月6日㉁午前10時～午後4時（随
時参加可） ところ：視聴覚教育センター

談

内容：ふしぎな形の積木を使って遊び
方を工夫します
星空観望会のようす

問い合わせ：視聴覚

ワークショップのようす

教育センター

募
集

問い合わせ：穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
（西小田原町☎ 39・8810

http://toyohashi-at.jp/）

※チケットの販売などはプラットチケットセンター（☎ 39・3090）
会員先行でのチケット購入は事前にプラットフレンズへの登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。

情報あれこれ

■とよはしアートフェスティバル2015大道芸inとよはし
とき：5月3日㈷午前11時〜午後5時・4日㈷正午〜午後6時 ところ：穂の国とよはし芸
術劇場「プラット」
、豊橋駅南口駅前広場（豊鉄渥美線新豊橋駅前）
、広小路通り
（3日の
み）ほか 内容：海外アーティストをはじめとする世界の大道芸人が、まちなかで迫力
のパフォーマンス（中国雑技、パントマイム、ジャグリングなど）を繰り広げます 観覧
料：無料 その他：詳細はホームページ参照
＜同時開催＞
大道芸ミニ屋台村
とよはしアートフェスティバル2014
大道芸inとよはしのようす
とき：5月3日㈷・4日㈷午前 11 時～午後 6 時 ところ：豊橋駅南口駅前広場 内容：軽
食やビールなどを楽しめる飲食コーナーを設置します
ワ ガ ン
竹内直＆Waganスペシャルジャズライブ
とき：5月3日㈷午後 6 時 ところ：穂の国とよはし芸術劇場「プラット」 内容：竹内直とアフリカンパーカッショニストの
Waganによるジャズライブです 入場料：無料
（整理券必要※整理券はプラットチケットセンターで配布）
■PLAT enjoy music！ 親子で楽しむ音楽会
とき：5月6日㉁午前11時開演 内容：木管三重奏とピアノの演奏による0歳から聞ける演奏会。本格的なクラシック音楽か
ら親しみやすいメロディーまで飽きずに楽しめます 曲目：きらきら星☆編奏曲／W.A.モーツァルト
（編曲／井上陽葉）
、コレッ
トの主題による組曲より／D.ミヨーほか 出演：Ensemble Chouette（オーボエ／加藤英子、ファゴット／古川真帆、作曲・
ピアノ／井上陽葉）
、本田沙紀
（ゲスト出演・クラリネット） 入場料：500円※未就学児がひざ上で鑑賞する場合は無料
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