主な対象

どなたでも

女性

男性

季節の布遊び
節分 かわいい鬼さん♪

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

とき：1月11日㈬午後1時～4時 ところ：

1月24日㈫～ 29日㈰、②写真・書道／

とき：1月11日～2月15日の水曜日（全6

駒屋
（二川町字新橋町） 内容：和布を使っ

1月31日㈫～2月5日㈰ ところ：美術博

回）午後 6 時 30 分～ 8 時 30 分 ところ：

て、金棒を持った鬼の人形を作ります

物館
（豊橋公園内） その他：①は1月28

あいトピア（前畑町） 対象：福祉の現場

定員：10 人（申込順） 参加料：3,500 円

日㈯、②は 2月4日㈯に表彰式あり 問

でレクリエーション技能を必要とする方

い合わせ：美術博物館
（☎51・2882）

内容：現場で使えるクラフトやレクリエー

前10時から駒屋
（☎41・6065）

ションを学びます 講師：福祉レクリエー

のむちゃんのフェイスペインティング

ションつくしほか 定員：20 人（申込順）

とき：1月6日㈮午前9時30分、午後2時、

受講料：2,000円
（テキスト代など） 申し

1月28日㈯午後1時〜3時 ところ：駒屋

込み：12月15日～1月6日に豊橋市社会

とき：1月6日㈮午後 1 時～ 2 時 ところ：

（二川町字新橋町） 対象：小学生以下

駒屋（二川町字新橋町） 対象：小学生

内容：のむちゃん
（ボランティア）
が手や顔

定員：20 人（申込順） その他：参加賞、

に正月らしい絵を描きます 参加料：各

生活・介護支援サポーター養成講座

賞品あり 申し込み：12月20日午前 10

100円 問い合わせ：駒屋
（☎41・6065）

とき：1月12日～2月9日の木曜日（2月2

時から駒屋
（☎41・6065）

支 援・医 療

駒屋であそびん
子どもかるた大会

楽しむ・学ぶ

とき：①日本画・洋画・彫刻・デザイン／

施設職員のための
福祉レクリエーション入門講座

（材料費など） 申し込み：12月22日午

豊橋市民展

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。

福祉協議会
（☎52・1111）

日を除く）
午前9時～正午、1月27日㈮～

書・Liveパフォーマンス
加藤久美子

2月8日㈬午前10時～午後3時で実習1
（牛川町字乗小路）ほか 対象：市内在

川町字新橋町） 内容：デザイン書道家に

住で全日程に参加可能な方 内容：認知

よる三味線の演奏に合わせた筆パフォー

症や高齢者の特徴と関わり方などの講義

マンス 問い合わせ：駒屋
（☎41・6065）

と実習 定員：15人（申込順） その他：

談

とき：1月6日㈮午前11時 ところ：駒屋
（二

相

日あり
（全5回） ところ：東陵地区市民館

けいちょう

修了者は地域の高齢者の見守りや傾聴を
かるた大会のようす

行うサポーターとして、任意で市に登録

ところ：駒屋（二川町字新橋町） 内容：講

ジ参照 申し込み：1月10日までに赤岩
荘地域包括支援センター
（☎66・1262）

集

とき：1月20日㈮午前11時30分～午後1時

加藤久美子さんによるパフォーマンス

豊田恵子さんによる七草のつるし飾り展示
とき：12 月23日㈷～ 1 月15日㈰午前 9
時～午後5時
（1月15日は午後3時まで）
［共通事項］ところ：二川宿本陣資料館
（二川町字中町） 問い合わせ：二川宿
照英さん
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■関連イベント ちりめん作家

情 報 ピック アップ

内容：春の七草や正月飾りを展示します

10

豊橋男女共生フェスティバル

とき：1月2日㉁～9日㈷午前9時～午後5時

22

問い合わせ 市民協働推進課（☎ ・２１８８）

じんじつ

春の七草展 人日の節句

1

月 日㈰午前 時～午後 時 分 ところ ライフ

月22日～1月12日に駒屋
（☎41・6065）

とき

3

ポートとよはし（神野ふ頭町）※豊橋駅西口から無料シャト

ギー対応はしていません 申し込み：12

ルバス運行 内容 照英さん（俳優）による「照英流 パパも

円（飲み物付き） その他：給食のアレル

楽しむすくすく子育て」をテーマにしたトークショーやバ

食 定員：20 人（申込順） 参加料：600

ザー、スタンプラリーなど その他 トークショーは か月

児～小学 年生の託児あり。詳細はお問い合わせください

座「おひなさまの見かた」
と学校給食の試

本陣資料館
（☎41・8580）

募

可。修了証を交付。詳細はホームペー

駒屋の寺子屋
楽しく学んで、美味しく食べよう

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。年末年始の業務は施設などにより異なりますので、各問合先へご確認ください。
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 ソナタで時空をこえて
とき：1月11日㈬午後2時 内容：約100年を隔て活躍した2人の作曲家の曲を中心に演奏します
曲目：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 25 番／ W.A.モーツァルト、ヴァイオリンソナタ第
2 番ニ長調／プロコフィエフほか 出演：新津くらら（ヴァイオリン）
、鈴木恵深（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

新津くらら

■ピーピング・トム パフォーマンスワークショップ

とき：3月8日㈬・9日㈭①午前 10 時 30 分〜正午②午後 6 時 30 分〜 9 時（各全 2 回。①は 1 回のみの参加可） 対象：① 60
歳以上の方②俳優・ダンス活動をしている方 講師：ピーピングトム ファーザー出演ダンサー 定員：① 15 人（申込順）
② 15 人（選考） 参加料：①各 1,000 円② 1,500 円 申し込み：2月21日までにプラットチケットセンター※申込書はプラッ
トチケットセンターほかで配布

相

問い合わせ：こども未来館（☎ 21・5525）
休館日：水曜日、
年末年始※変更の場合あり

談

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

募
集
情報あれこれ

■イベント
オドル・ユレル・イルミネーション とき：12月17日㈯～1月10日㈫午前9時30分～午後5時（12月23日〜25日は午後8時まで）
内容：水中を漂う｢人工クラゲ｣をブラックライトで照らす展示
クラゲマントを作ろう とき：12月18日㈰午前 10 時 内容：蛍光色のスタンプを押したマントを作ります 定員：100 人（先
着順※午前 9 時 30 分から整理券配布） 参加料：200 円（材料費）
チェロライブ＆クリスマスお楽しみ会 とき：12月18日㈰午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
世界の子どもたちのためのクリスマスコンサート2016 とき：12月23日㈷午前 10 時～ 11 時 内容：迫力あるフルオーケス
トラの演奏
■体験プログラム／子育て講座
申し込み：12月31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、こども未来館ここにこ
（〒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 プログラミングで体感型ゲームをつくろう
とき：1 月 21 日㈯・22 ㈰ 協力：小嶋秀徳さん（フリーラン
スプログラマー）
体験 2 手作りトマトケチャップに挑戦！
とき：1 月 28 日㈯ 協力：コーミ㈱

体験 5 油絵画家になろう 季節の花の油絵に挑戦
とき：1 月 29 日㈰ 協力：山内伸さん
（画家）
体験 6

ヴォーカリストになろう
大好きな歌を元気にうたおう♪
とき：1月29日㈰ 協力：柳瀬けいこさん（ジャズボーカリスト）

体験 3 パイナッポーアッポーパン、蒸しパン
とき：1 月 29 日㈰ 協力：HAPPY BREAD

子育て 1 ふたごちゃん講座 こどもと絵本
とき：1月20日㈮ 協力：森美恵子さん
（絵本ボランティア）

体験 4

子育て 2 おもちゃがはぐくむおさない芽
とき：1 月 23 日㈪ 協力：佐野洋司さん（木のおもちゃ クー
ゲル）

和菓子職人になろう
ちょっと大変な「イチゴ大福」をつくろう
とき：1 月 29 日㈰ 協力：お亀堂
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QRコード

