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自主防災活動推進大会
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事業

よくわかるトリエンナーレカレッジ
みんなでつなぐ NET project

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。詳しくはお問い合わせください。

アクアリーナ豊橋
新短期水泳教室

とき：6月11日㈯・12日㈰午前 10 時～

とき：6月11日㈯・12日㈰
（全2回。⑤⑥

ところ：アイプラザ豊橋（草間町字東山）

午後 4 時 ところ：こども未来館ここにこ

は12日のみ）
①午前10時～11時②午前

内容：平成 28 年度豊橋市防災関係表彰

（松葉町三丁目） 内容：さまざまな素

11 時～正午③正午～午後 1 時④午後 1

と活動報告 定員：800 人（先着順） そ

材と色の紐を結びつけて、一つの作品

時～2時⑤午後3時～5時⑥午後7時～

の他：参加者には、非常食を贈呈 問い

を作ります その他：作品は、あいちト

9 時 ところ：アクアリーナ豊橋（神野新

合わせ：防災危機管理課
（☎51・3127）

リエンナーレ 2016 の会場で展示予定

田町字メノ割） 対象：①②未就学児

問い合わせ：文化課
（☎51・2873）

③④小学 1 ～ 3 年生⑤⑥中学生以上で

とき／テーマ／出演／曲目：6月8日㈬午

デ

図書館 de 法律
暮しの法律セミナー

200m以上泳げる方 内容：①水なれ②③
浮き④バタ足⑤⑥フォーム改善・飛び
込みなど 定員：①②③④各 12 人⑤⑥

とき：6月11日㈯午後1時30分～3時30分

各 20 人（各申込順） 参加料：①②③④

貴（ギター）ほか／夢やぶれて、夜霧のし

ところ：中央図書館（羽根井町） 内容：

各 2,000 円⑤⑥各 1,500 円（別途施設利

のび逢いほか、6月22日㈬午前10時／

①講義「暮しの法律セミナー」②講義「図

用料必要） 申し込み：6月1日から直接、

ViolinとPiano のハーモニーにのせて／

書館で利用できる法律データベース」

アクアリーナ豊橋（☎31・4781）※6月2

新津くらら（バイオリン）ほか／ベートー

講師：①毛涯梨恵さん（毛涯梨恵法律事

日以降は電話での申し込みも可

ベン＆サン＝サーンスのViolinソナタほ

務所弁護士）②岡直人さん（第一法規㈱）

か ところ：東陽地区市民館（多米中町

定員：100 人（先着順） 問い合わせ：中

一丁目） 参加料：各400円（当日参加可。

央図書館
（☎31・3131）

豊橋まちなか空き店舗・
空き家見学ツアー
とき：7月2日㈯午後 1 時～ 4 時 ところ：
豊橋駅から徒歩 10 分圏内のまちなか

（予定） ところ：トンキラ農園（長野県下

とに興味がある方（不動産関連業、資

伊那郡阿智村） 集合・解散：中央図書

産運用目的の方などを除く） 内容：建

とき：6月26日㈰午後 1 時 30 分 ところ：

館
（羽根井町）
※バス使用 内容：読書活

築の専門家の話を聞きながら、空き家

豊橋市国際交流協会（駅前大通二丁目

動について話し合い、みんなで声を出し

物件をめぐります 定員：20人（申込順）

開発ビル 3 階） 内容：南米初のオリン

て読む「群読」などを楽しみます 定員：

参加料：500 円 申し込み：随時、まち

ピック開催地・リオについて、選手村、

25人
（申込順） 参加料：2,200円程度
（昼

なか活性課（☎55・8101）
、㈱豊橋まち

治安などを紹介 講師：吉田ルイスさん

食代など） 申し込み：6月7日～15日に

なか活性化センター（豊橋商工会議所内

中央図書館
（☎31・3131）

☎53・7211）

（ブラジル出身） 定員：40 人（申込順）
申し込み：6月6日午前 10 時から豊橋市
国際交流協会（☎ 55・3671

tiea@tcp-

ip.or.jp）

どすごい交流会 共感者が倍増する！
プレゼン成功のコツ
（スキル編）

災害ボランティアコーディネーター
養成講座

とき：7月23日㈯午後1時30分～4時30分

とき：7月31日㈰、8月7日㈰
（全2回）
午前

ところ：カリオンビル（松葉町二丁目）

9時30分～午後4時30分 ところ：あいト

とき／展示内容：6月14日㈫～19日㈰／

対象：どすごいネット登録団体（当日登

ピア（前畑町） 対象：大規模災害の発生

写真・書道、6月21日㈫～ 26日㈰／日

録も可）
、市民活動やボランティアに興

時に市と豊橋市社会福祉協議会が設置

本画・洋画・彫刻・デザイン。午前 9

味のある方 内容：聴き手が好意を持つ

する災害ボランティアセンターで活動で

時～午後5 時（月曜日休館。各最終日は

要素やプレゼンテーションの心構えなど

きる高校生以上の方 内容：災害ボラン

午後 4 時まで） ところ：美術博物館（豊

を学びます 講師：坂元邦晴さん（㈱デ

ティアセンターの設営・運営について学

橋公園内） 内容：東三河の美術作家

ンソー） 定員：60人（抽選） 申し込み：

びます 定員：40人
（抽選） 受講料：無料

による選抜秀作品約 350 点を合同展示

7月5日までに市民協働推進課（☎ 51・

（材料費200円必要） 申し込み：6月20

問い合わせ：美術博物館
（☎51・2882）

2483）
、オレンジプラザ
（☎56・5160）

豊橋美術展

情報あれこれ

対象：豊橋のまちなかで商売を始めるこ

集

とき：7月13日㈬午前7時50分～午後6時

募

国際交流サロン
カリオカが語るリオの魅力

ぐんどく

談

合わせ：東陽地区市民館
（☎61・7741）

飯田市との読書会交流会

相

前10時／映画音楽で世界旅行Ⅳ／松橋

前売り券は飲み物とお菓子付き） 問い

支 援・医 療

東陽ふれあい音楽会
身近に生の本格的な音楽を

ひも

楽しむ・学ぶ

とき：6 月11日㈯午前 9 時 30 分～正午

日までに市民協働推進課
（☎51・2483）

広報とよはし 平成 28 年 6月1日
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参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

問い合わせ： 交通児童館
（☎ 61・5818）

休館日：月曜日
（祝日の場合は翌平日）

ホームページ
QRコード

とまれマン

楽しむ・学ぶ

■わっぱのへや
とき：6月4日㈯午後 2 時～ 3 時

内容：わっぱの会による読み聞かせ

■なかよし広場
とき：6月16日㈭午前 10 時・11 時

内容：親子で楽しめるふれあい体操

■父の日企画 似顔絵まんまる壁掛けを作ろう
とき：6月18日㈯・19日㈰午前 9 時

父の日企画 壁掛け飾り
（作品例）

内容：紙皿を使って、壁掛け飾りを作ります 定員：各 25 人（先着順）

■定期開催のプログラム

支 援・医 療

上記のほか、親子対象の「運動あそび」
「おやこ造形あそび」
「めざせ！わっぱなし」
「リトミックあそび」
「おやこヨガ」
「おやこ
ふれあい体操」や、0 ～ 3 歳児と保護者対象の「つどいの広場」を定期開催しています。日程など詳細は交通児童館だより、
またはホームページをご覧ください。

問い合わせ：こども未来館（☎ 21・5525）

相

休館日：水曜日※変更の場合あり

紙面では全てのイベント、講座などをお伝えできないため、ここにこでは週 1 回程度イベント、
講座情報をメールで配信しています。詳細はホームページをご覧ください。

ニコリン

談
募
集
情報あれこれ

■ 6月のイベント
企画展 みんなであそぼぅ！ ウョウョな森
とき：6月4日㈯～ 14日㈫午前 9 時 30 分～午後 5 時 内容：スサイタカコさん（美術家）による遊べる作品展
さをり織ワークショップ 親子で織り・織り
は た お
とき：6月4日㈯・5日㈰午前10時～午後3時 内容：はじめてでも簡単にできる機織りでコースターなどを作ります 参加料：
無料（材料費 100 円）
ここにこ劇場 劇団風の子・小さい劇場 いやだいやだのペンペロペェー
とき：6月5日㈰午前 11 時～正午 対象：小学 2 年生以下と保護者 内容：子どもたちと一緒に繰り広げるお芝居を上演しま
す 定員：150 人（当日午前 10 時からスタジオA 前で整理券配布）
太極拳で心も体もゆったりしよう
とき：6月12日㈰・19日㈰午後 1 時～ 1 時 45 分
■体験プログラム／子育て講座
申し込み：6月15日
（必着）
までに返信先明記のはがきで①番号・講座名（1 通につき1 つ）②とき③参加者全員の氏名・学年
（年齢）④代表者の氏名・電話番号を、こども未来館（〒440-0897 松葉町三丁目 1）
。またはホームページ内体験プログラ
ム申し込みフォームから必要事項を入力

体験プログラム／子育て講座※詳細はホームページをご覧ください。大人のみの参加はできません
体験 1

プロサーファーになろう
表浜の海でサーフィンに挑戦しよう
とき：7月17日㈰ 協力：萩原健太さん（プロサーファー）
体験 2

和菓子職人になろう みずまんじゅう
甘酸っぱい「レモンの水万十」をつくろう
とき：7 月 2 日㈯ 協力：お亀堂
とよがわ
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ホームページ
QRコード

体験 5

大学生コックさん
野菜の牛肉巻、きゅうりのゴマ酢和え、生どら焼き
とき：7 月 9 日㈯ 協力：豊橋創造大学短期大学部
体験 6 スイーツデコ キャンディポットをつくろう
とき：7 月 10 日㈰ 協力：pastel mary

体験 3 世界を目指せ！カヌー体験 in 豊川
とき：7 月 2 日㈯ 協力：石田元子さん（SWEET PADDLE）

子育て1 親子でクッキング 親子でこねこねパンづくり
とき：7 月 8 日 ㈮ 協力：中尾友紀さん（こどもの料理）

体験 4 三原色でスイカをおいしそうに描こう！
とき：7月3日㈰ 協力：佐原郁代さん（キミコ方式認定講師）

子育て 2 ふたごちゃん等講座 親子でふれあい体操
とき：7 月 11 日㈪ 協力：星野泰子さん
（3B 体操指導員）

