主な対象

どなたでも

女性

男性

子ども

デ

駒や de ハロウィン★
仮装大会だよ！

高齢者

障害者

事業

育児

暮らしの中のアロマテラピー
手作りハンドクリーム

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。

和創作・季節の布遊び
の
新巻鮭に熨しつけて♪

とき：11月13日㈰午後 2 時～ 3 時 30 分

とき：11月16日㈬午後 1 時～ 4 時 とこ

分受け付け） ところ：駒屋（二川町字新

ところ：駒屋（二川町字新橋町） 内容：

ろ：駒屋（二川町字新橋町） 内容：ちり

橋町） その他：優秀者には賞、小学生

ハンドクリーム作りと、免疫を高める簡

めん、和布などで年末正月飾りの新巻

以下には参加賞（先着50人）あり 問い

単セルフケアの講座 講師：小田暁子さ

鮭を作ります 定員：10人
（申込順） 参

合わせ：駒屋
（☎41・6065）

ん（ナチュラリスト） 定員：20 人（抽選）

加料：3,500 円 申し込み：10月25日午

参加料：1,500 円

前10時から駒屋
（☎41・6065）

持ち物：フェイスタ

オル 申し込み：10月30日までに住所、
41・6112

6065

komaya@tees.jp）

とき：①甲種／ 11月29日㈫午前 9 時 30
分〜午後 3 時 50 分・11月30日㈬午前
9 時 30 分〜午後 2 時 50 分（全 2 回）②乙

ええじゃないか
豊橋まちなかマルシェ
とき：10月23日㈰午前10時～午後4時
（雨
（豊鉄渥美線新豊橋駅前） 内容：北海
道・東北地方の産地直送の野菜などが

4 時 15 分 ところ：ライフポートとよはし

市民大学トラム
は う た

■端唄・俗曲入門講座
いき

江戸の粋を唄にのせて

（神野ふ頭町） 対象：東三河地域に在
住・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：①②あわせ

とき：11月26日㈯、12月10日㈯・17日㈯、

て140 人（申込順） 受講料：無料（テキ

性課
（☎55・8101）

来年1月14日㈯・28日㈯、
2月26日㈰
（全

スト代など各 4,000円必要） 申し込み：

6 回）午前 10 時～ 11 時 30 分（2月26日

11月14日～16日にテキスト代を消防本

は時間未定） 内容：日本伝統文化の実

部予防課（西館5階☎51・3115）
、中消
防署
（東松山町☎52・0119）
、南消防署

講師：音弥さん（藤本流） 持ち物：あれ

ところ：鳳来寺山（新城市門谷字鳳来寺）

ば三味線、譜面台、録音機器

対象：小学生と保護者 内容：専門家の

（アドリブはじめの一歩）
■ジャズ入門講座

ガイドで鳳来寺山の登山に挑戦します

とき：11月26日㈯、12月10日㈯・17日㈯、

講師：鈴木邦則さん（日本山岳会会員）

来年1月14日㈯・28日㈯、
2月26日㈰
（全

とき：11 月26日、12 月3 日・17日の土

定員：15組（抽選） その他：11月15日㈫

6 回）午後 1 時 30 分～ 3 時（2月26日は

曜日午後 1 時 30 分～ 3 時※ 12 月17日

午後 7 時～ 8 時に高師台地区市民館で

時間未定） 内容：基本的なジャズの仕

は午前 10 時～正午 ところ：二川地区

事前打ち合わせあり 申し込み：11月6

組みやアドリブ演奏について学びます

市民館※12月17日は二川宿本陣資料館

日までに、はがき、ファックス、または

講師：坪坂憲昭さん（ピアノ講師） 持ち

（二川町字中町） 内容：旧東海道の歴

Eメールで講座名、住所、参加者全員の

物：楽器、譜面台 その他：打楽器は使

史や本陣の概要を学びます 講師：二

氏名・年齢、電話番号を高師台地区市

いません

川宿本陣資料館学芸員ほか 定員：30人

町字東山） 定員：各 16 人（抽選） 申

知っトク！豊橋ゼミナール
二川本陣のひみつを探ろう

（抽選） 受講料：1,000 円 申し込み：
11月15日までに郵便番号、住所、氏名、

し 込 み：10 月 31 日

年齢、電話番号を二川地区市民館（〒

までに住所、氏名、

441-3142 大岩町字東郷内 111-1 ☎ 41・

年齢、電話番号を

0551

hutagawa@tees.jp）

アイプラザ豊橋（☎
48・3007）
※ホー
ムページからも申
し込み可

広報とよはし 平成 28 年 10月15日 14

情報あれこれ

48・1321 taka-shi@tees.jp）

［共通事項］
ところ：アイプラザ豊橋（草間

（曙町字南松原☎46・0119）

集

民館（〒441-8113西幸町字浜池332-2☎

しゃ み せん

募

技と江戸の歴史・文化について学びます

とき：11月20日㈰午前 9 時～午後 3 時

談

集まる特産市 問い合わせ：まちなか活

家庭教育セミナー
親子で登ろう鳳来寺山

相

天決行） ところ：豊橋駅南口駅前広場

種／ 11月29日㈫午前 9 時 30 分～午後

支 援・医 療

防火管理者
（甲種・乙種）
資格取得講習会

氏名、年齢、電話番号を駒屋（☎ 41・

楽しむ・学ぶ

とき：10月30日㈰午後 2 時（午後 1 時 30

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：穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」
（西小田原町☎39・8810）
※チケットの販売などはプラットチケットセンター
（☎39・3090）

楽しむ・学ぶ

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。詳細はお問い合わせください。

■プラットワンコインコンサート フルートとピアノで奏でる愛のメロディ
とき：10月24日㈪午後 2 時 内容：豊橋出身の若手音楽家による
「愛」がテーマの演奏会 曲目：
愛の挨拶／エルガー、愛の小径／プーランクほか 出演：髙柳鞠子
（フルート）
、三浦真理子
（ピ
アノ） 入場料：全席自由・整理番号付き。500円 その他：未就学児の入場不可 チケットの販
売：プラットチケットセンター、市民文化会館（向山大池町）

支 援・医 療

■ワークショップファシリテーター養成講座 2016 後期「まちに聞く、考える」

髙柳鞠子

三浦真理子

とき：11月23日㈷、12月3日㈯・4日㈰・10日㈯、来年 1月15日㈰・21日㈯・22日㈰・28日㈯・29日㈰、2月17日㈮・18日㈯（全
11回）午後1時～5時※2月17日は午後6時〜10時 対象：全日程におおむね参加できる18歳以上の方 講師：すずきこー
たさん（演劇デザインギルド）ほか 定員：20 人程度（申込順） 受講料：3,000円 申し込み：11月15日までに申込書を穂の
国とよはし芸術劇場※申込書は市役所文化課（西館 3 階）
、穂の国とよはし芸術劇場などで配布
「老いと演劇」
OiBokkeShiの活動を参考に＞
＜関連企画 キックオフ講座 劇場のこれから 福祉現場の関わりを考える
とき：11月4日㈮午後 6 時 30 分～ 8 時 内容：ワークショップを手掛けてきた講師の事例から学びます 講師：菅原直樹さん

相

（申込順） 申込先：プラットチケットセンター
（
「老いと演劇」OiBokkeShi 主宰） 定員：40 人程度
■音楽ワークショップファシリテーター養成講座
とき：12月20日㈫、来年 1月17日㈫・20日㈮・24日㈫（全 4 回）午後 7 時～ 9 時 対象：全日程におおむね参加できる18 歳

談

以上の方 内容：ワークショップ実践のための知識や手法を学びます 講師：池田邦太郎さん（障害児・者・家族の為の音
楽教室主宰）
、野村誠さん
（作曲家）ほか 定員：15 人程度
（申込順） 受講料：2,000円 申し込み：12月6日までに申込書を
穂の国とよはし芸術劇場（〒440-0887西小田原町123）※申込書は市役所文化課、穂の国とよはし芸術劇場、ホームページな
どで配布

募
問い合わせ：こども未来館
（☎ 21・5525）

集

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。

ホームページ
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QRコード
ニコリン
■イベント
おはなしおばさんのゆかいな世界展 とき：10月20日㈭～ 11月3日㈷午前 9 時 30 分～午後 5 時（11月3日は午後 4 時まで）
内容：おはなしおばさんの手づくり人形や、かわいい帽子などを展示します その他：11月3日㈷午後0時30分・2時30分に、
おはなし会あり
おばけキャンドルづくり とき：10月22日㈯午前10時 内容：ろう粘土でキャンドルをつくります 定員：150人（先着順） 参加
料：350円
（材料費）
■体験プログラム／子育て講座
申し込み：10月31日
（必着）
までに返信先明記の往復はがきで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で必要事項を入力

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 洋食屋さんになろう ハンバーグをつくろう
とき：11 月 12 日㈯ 協力：コウヨウ館
体験 2 パティシエになろう モンブランをつくろう
とき：11 月 12 日㈯ 協力：マッターホーン
体験 3

ぼくもわたしもセラピスト
感謝の気持ちを込めてハンドマッサージ
とき：11月23日㈷ 協力：山口和美さん（デトックスサロン ベリーサ）
体験 4 秋の味覚を楽しもう きのこグラタンづくり
とき：11 月 23 日㈷ 協力：手作りパン教室ぼ～の

15

体験 5 手づくりココアでラテアート
とき：11 月 26 日㈯ 協力：ワルツ㈱
体験 6 大学生コックさん
押しずし、みぞれ汁、鬼まんじゅう
とき：11 月 26 日㈯ 協力：豊橋創造大学短期大学部
体験 7 香りのせっけん粘土でマカロンメモスタンドを
つくろう
とき：11 月 27 日㈰ 協力：成田晃子さん
（Atelier Arietta）
子育て 1 親子で楽しむ素話とわらうべた
とき：11 月 21 日㈪ 協力：林吉子さん（おはなしろうそくの会）

