
14広報とよはし  平成 28 年 7月15日

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。詳細はお問い合わせください。
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	商家「駒屋」　各種イベント
■提

ちょうちん

灯（LED）をつくり　持って歩こう
とき：7月23日㈯午後1時～4時　内容：
提灯に自由に絵を描き、LEDランプを灯

します　定員：10人（先着順）　参加料：
1,000円（材料費）

■駒屋	夕涼み通り抜け　
とき：7月29日㈮・30日㈯午後5時～9時　
内容：夜の駒屋を特別開館します
■服部半蔵忍者隊　駒屋に参上　
とき：7月30日㈯午後7時30分
［共通事項］ところ：駒屋（二川町字新橋
町）　問い合わせ：駒屋（☎41・6065）

	豊橋産米粉和菓子教室
とき：8月25日㈭午後1時30分～4時　
ところ：豊橋調理製菓専門学校（八町通
一丁目）　対象：市内在住・在勤の方（親
子も可）　定員：24人（抽選）　参加料：
700円（材料費）　申し込み：8月3日（必
着）までに返信先明記の往復はがき、ま

たはEメール（受信可能な設定に変更の

こと）で講座名、参加者全員の住所・氏

名・年齢・電話番号を農業企画課（〒

440-8501住所不要☎51・2464 info_

nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp）

		アイプラザ豊橋
特撰落語会　林家たい平独演会

とき：10月16日㈰午後2時（午後1時30
分開場）　ところ：アイプラザ豊橋（草間
町字東山）　対象：どなたでも（未就学児

の入場不可）　入
場料：全席指定。
一般3,000円（税

込み）　チケットの
販売：随時、アイ
プラザ豊橋総合案

内（☎46・7181）

林家たい平

	まちなか図書館（仮称）
シンポジウム

とき：8月6日㈯午後1時30分～4時　と
ころ：名豊ビル（駅前大通二丁目）　内
容：まちなか図書館（仮称）について考え
る講演、パネルディスカッション　講師：
花井裕一郎さん（小布施町立図書館まち

としょテラソ初代館長）ほか　定員：150
人（抽選）　申し込み：8月1日までに、ま
ちなか図書館整備推進室（☎55・8102

machitosho@city.toyohashi.lg.jp）

	文化財センター　夏休み特別開館
とき：7月23日～8月28日の土・日曜日、
祝日午前9時～午後5時※期間中は休

館日なし　ところ：文化財センター（松葉
町三丁目）　内容：企画展示や出土品の
洗浄・接合体験など　問い合わせ：文化
財センター（☎56・6060）

	市民文化会館開館50周年記念展
1960年代　とよはし映画館　あの日あの時

とき：8月2日㈫～14日㈰（8日を除く）　
ところ：市民文化会館（向山大池町）　内
容：開館当時（1960年代）の映画資料を
中心に展示します　問い合わせ：市民文
化会館（☎61・5111）

	ボトルシップ作製体験教室
とき：8月20日㈯午前 10時～正午、
午後1時30分～3時30分　ところ：カモ
メリア（神野ふ頭町）　対象：小学3年生
以上　定員：各30人（抽選）　申し込み：
8月3日（必着）までに返信先明記の往復

はがきで希望時間、代表者の住所・氏名・

電話番号、参加者全員（1枚につき6	人

まで）の氏名・年齢、作製者・同伴者の

内訳人数を、みなと振興課（〒441-8075

神野ふ頭町3-29☎34・3710）

　

		おもしろサイエンスの日
水と風

とき：7月31日㈰午後1
時～3時（随時参加可）　
内容：水船や花の風車、
水ロケットを作ります　
問い合わせ：視聴覚教
育センター

		大実験ショー
光のふしぎをさぐる

とき：7月24日㈰・30日㈯、8月7日㈰午
後2時20分～3時・午後3時50分～4
時30分　内容：光の三原色や分光などの
体験・実験を行います　講師：豊橋エコ
サイエンスクラブ　定員：各240人（先着
順）　問い合わせ：視聴覚教育センター

	ワークショップ
わんがけで宝石をさがそう

とき：7月27日㈬～29日㈮午後1時30
分～3時（随時参加可）　内容：お椀

わん

の中
の鉱物を水の力で取り出す方法を体験
します　問い合わせ：地下資源館

		つくってあそぼう
スカイスクリュー

とき：8月2日㈫～6日㈯午後2時25分　
内容：ゴムと三角翼

よく

で垂直上昇する飛行
機を製作します　定員：各10人程度（先
着順）　参加料：無料
（材料費各1機250円
必要）　問い合わせ：視
聴覚教育センター

スカイスクリュー　

		実験ショー　光のふしぎ
とき：8月2日㈫～6日㈯午後3時55分
（各約20分）　内容：虹の不思議や、消
えるビーカーなど光の性質を紹介します　
問い合わせ：地下資源館

		ICT講座　立体スコープで
V
バーチャルリアリティ

R体験
とき：8月20日㈯午後1時～4時　対象：
18歳以上の方　内容：スコープと3次元
コンピュータグラフィックスを作って3次
元空間を楽しみます　定員：15人（申込
順）　持ち物：1リットル牛乳パック2個、
スマートフォン　その他：スマートフォン
の機種によりお申し込みできない場合あ
り　申し込み：7月23日午前9時から視
聴覚教育センター（☎41・3330）

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）

水ロケット
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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。

	豊橋市体育協会　テニス教室
ところ：市民庭球場（岩田運動公園内）　持ち物：ラケット、テニスシューズ　申し込み：
各申込開始日午前10時から参加料を豊橋市体育協会（岩田運動公園内☎63・3031）

※受付初日に定員に達しないコースは武道館、総合体育館、綜合運動場管理事務所、

各地区体育館、トレーニングセンター、グリーンスポーツセンターでも受け付けます。

受付初日に申込多数の場合は1人当たりの受付人数を制限する場合あり

■豊橋市体育協会　テニス教室　※雨天順延

コース とき 対象／定員（申込順）／参加料／申
込開始日

火曜コース
（全7回）

8月23日～10月18日の火曜日
（9月20日、10月11日を除く）
午前9時30分～11時

20人／4,000円／7月22日

水曜コース
（全7回）

9月7日～10月19日の水曜日
午後1時30分～3時 25人／4,000円／7月27日

木曜ナイター
コース
（全7回）

9月1日～10月20日の木曜日
（9月22日を除く）
午後7時～8時30分

中学生以上／40人／5,000円／7月
27日

金曜コース
（全7回）

9月2日～10月14日の金曜日
午前9時30分～11時 20人／4,000円／7月22日

土曜ジュニア
コース
（全7回）

9月3日～10月15日の土曜日
午後1時30分～3時

小学3～6年生／40人／3,500円／
7月30日

土曜一般
コース
（全7回）

9月3日～10月15日の土曜日
午後3時15分～4時45分

中学生以上／40人／4,000円（中学
生は3,500円）／7月30日

	プレママカフェ
とき：8月24日㈬午前9時30分～正午　
ところ：保健所・保健センター（中野町字
中原「ほいっぷ」内）　対象：35歳以上の
妊婦　内容：妊婦の生活と栄養の講話、
簡単ミニランチの試食、交流　定員：20
人（申込順）　参加
料：200円（材料費）　
持ち物：母子健康
手帳　申込先：こど
も保健課（☎39・

9160）

	家庭教育セミナー　どんな子にも起きる
悩みや問題　東三河の事例より

とき：8月23日㈫午前10時～11時30分　
ところ：豊城地区市民館（今橋町）　対象：
小・中学生の保護者　内容：講話や「こ
んな時どうする？」をテーマにした情報交

換　講師：横田小百合さん（元豊橋市子ど
も・若者総合相談窓口支援相談員）　定
員：30人（抽選）　申し込み：7月15日～
31日に豊城地区市民館（☎53・3304）

	高校生一日体験
（看護師、医師、医療技術員）

とき：①看護師／8月8日㈪・10日㈬午前
10時～午後3時30分②医師／8月24日㈬

午後1時～5時③医療技術員／8月4日㈭

午後2時～5時　ところ：市民病院（青竹
町字八間西）　定員：①各30人②15人
程度③50人（①申込順②③抽選）　申
し込み：①は7月19日～29日に市民病
院看護局人事科（☎33・6289）、②は

8月3日までに市民病院管理課（☎33・

6330）、③は7月21日までに本人の在

籍する高校　問い合わせ：①市民病院看
護局人事科②③市民病院管理課

高校生一日看護体験のようす

	青年フェスティバル
とき：8月20日㈯午後5時～8時30分　
ところ：青少年センター（牟呂町字東里）
※雨天時は体育室　内容：豊橋市青年
団協議会による盆踊りと露店など　その
他：7月30日㈯午後5時～7時に青少年
センター体育室で、どなたでも参加でき

る盆踊りの練習があります。また、ボラ

ンティアとしてフェスティバルの青年ス

タッフを募集しています。詳細はお問い

合わせください　問い合わせ：青少年セ
ンター（☎46・8925）

	夏休みエネルギーワークショップ
作って学ぼうソーラーカー

とき：8月6日㈯午前10時～午後1時　と
ころ：豊橋サイエンスコア（西幸町字浜
池）　対象：小学生と保護者　内容：太
陽光で走るミニソーラーカーを製作しま

す　定員：20組（申込順）　申し込み：7
月20日から㈱サイエンス・クリエイト（☎

44・1111）　問い合わせ：㈱サイエンス・
クリエイト、温暖化対策推進室（☎51・

2419）

暮らし情報
支援・医療
	認知症座談会

とき：8月24日㈬午後1時～3時30分　
ところ：あいトピア（前畑町）　対象：認知
症の方の介護者（初参加者のみ）　内容：
介護の悩みなどを話し合い、講師からア

ドバイスを受けます　講師：伊苅弘之さ
ん（福祉村病院副院長）　定員：10人（申
込順）　申し込み：7月15日～8月17日
に住所、氏名、電話番号を豊橋市中央

地域包括支援センター（☎54・7170）

	家庭の節電・省エネに役立つ
うちエコ無料診断

対象：市内在住の方　内容：診断士が家
庭の省エネ対策などを提案します　定員：
70世帯（申込順）　その他：詳細はホーム
ページ参照。申込後に診断日の調整や

事前調査あり　申し込み：7月20日から
住所、氏名、電話番号を㈱サイエンス・

クリエイト（☎44・1111）　問い合わせ：
㈱サイエンス・クリエイト、温暖化対策

推進室（☎51・2419）
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