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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
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。

楽
し
む
・
学
ぶ

支
援
・
医
療

相
　
　
　
談

募
　
　
　
集

情
報
あ
れ
こ
れ

	アクアリーナ豊橋
羽付き飛込み台　練習会＆測定会

■超!!飛込み練習会2017
とき：6～9月の土・日曜日、祝日　参
加料：無料（施設利用料必要）
■超本格派!タイム測定会
とき：6月11日、7月2日、8月20日、9月
17日の日曜日　定員：各60人（申込順）　
参加料：各100円（別途、初回登録料
500円、施設利用料必要）　申込先：ア
クアリーナ豊橋（☎31・4781）

[共通事項]ところ：アクアリーナ豊橋（神
野新田町字メノ割）　問い合わせ：アクア
リーナ豊橋（☎31・4781）

	豊橋体育協会スポーツ教室
弓道

とき：7月11日㈫・13日㈭・20日㈭・22
日㈯・25日㈫・27日㈭・29日㈯（全7回）

午後6時30分～8時30分　ところ：武道
館弓道場（豊橋公園内）　対象：中学2年
生以上　定員：高校生以下30人、一般
20人（申込順）　参加料：3,000円　申し
込み：6月6日午前10時から参加料（おつ
りのないよう用意してください）を豊橋市

体育協会（岩田運動公園内☎63・3031）、

総合体育館、各地区体育館ほか

	ええじゃないか豊橋
まちなかマルシェ

とき：6月18日㈰午前10時～午後4時（雨
天決行）　ところ：豊橋駅南口駅前広場
（豊鉄渥美線新豊橋駅前）　内容：冷菓・
氷菓・フルーツを集めた特産市です　問
い合わせ：まちなか活性課（☎55・8101）

	災害ボランティアコーディネーター
養成講座

とき：7月9日㈰・30日㈰（全2回）午前9
時30分～午後4時30分　ところ：あいト
ピア（前畑町）　対象：高校生以上　内
容：災害ボランティアセンターの設営・
運営を学びます　定員：40人（抽選）　
受講料：無料（材料費200円必要）　申し
込み：6月20日までに市民協働推進課（☎
51・2188）

	おもしろサイエンスの日
身近な材料で楽しい工作

とき：6月25日㈰午後1時～3時（随時参
加可）　ところ：視聴覚教育センター（大
岩町字火打坂）　内容：水ロケットやペッ
トボトル風車を作ります　問い合わせ：
地下資源館（☎41・2833）

水ロケット（作品例）

	ごみ減量・リサイクル講習会
とき：6月24日㈯①午後1時～2時②午
後2時15分～3時15分③午後3時30

分～4時30分　ところ：市役所講堂（東
館13階）　内容／講師：①生ごみ減量容
器活用講習会／餌取英樹さん（環境カウ

ンセラー）、②生ごみ堆肥でガーデニン

グ講習会／山本洋見さん（グリーンアド

バイザー）、③ごみ分別と減量講習会／

市職員　定員：各100人（申込順）　申し
込み：6月16日（必着）までに希望番号（複
数可）、住所、氏名、電話番号を環境政

策課（〒440-8501住所不要☎51・2417

56・5126）

	ささゆりの里まつり
とき：6月3日㈯・4日㈰午前9時～午後
4時　ところ：ささゆりの里（伊古部町字
南椎ノ木谷）　内容：約3,000本のささゆ
りの観賞、花苗の販売など　その他：6
月中旬まで観賞可。期間中午前8時40

分～午後2時40分に豊鉄渥美線大清水

駅から無料バスを運行　問い合わせ：高
豊地区市民館（☎21・2824）

	知っトク！豊橋ゼミナール
終戦前日の悲劇　渥美線機銃掃射事件

とき：7月4日・18日、8月1日の火曜日（全
3回）午前10時～11時30分　ところ：南
部地区市民館（北山町）※8月1日は田原

市内。バス使用　内容：豊鉄渥美線の歴
史を紐

ひも

解き、豊橋を再発見します　講
師：山田政俊さん（豊川流域研究会）　定
員：20人（抽選）　申し込み：6月16日（必
着）までに、はがき、ファックスまたはE

メールで講座名、住所、氏名、電話番

号を南部地区市民館（〒441-8105北山

町95-1☎ 47・0974 nanbu@tees.jp）

	食
しょっかい

改さんのヘルシークッキング
酸味をきかせて食欲アップ！

とき：7月27日㈭午前9時40分～午後0
時30分　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：市
内在住の方（未就学児の同伴不可）　内
容：ごまだれのバンバンジー、オクラの
カレースープなどを作ります　講師：食
生活改善推進員　定員：20人（抽選）　
参加料：500円（食材費）　申し込み：6月
22日までに講座名、郵便番号、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、本

講座の参加回数を健康増進課（☎39・

9145 kenko-info@city.toyohashi.lg.jp）

	みんなが知りたい認知症講座
早めの気づきが大切

とき：7月9日㈰午後1時30分～3時　と
ころ：あいトピア（前畑町）　対象：市内在
住・在勤の方　内容：認知症の早めの気
づきと対応、暮らし方について学びます　

講師：認知症地域支援推進員　定員：40人
（申込順）　その他：認知症ガイドブックを

配布　申し込
み：6月1日～7
月7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）

認知症ガイドブック

凛とした姿と甘い
香りが楽しめます
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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。
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		若返り教室
日程など：下表　対象：おおむね65歳以上の方　持ち物：飲み物、①はフェイスタオル　申し込み：各前日までに各申込先　問い
合わせ：各申込先、長寿介護課（☎51・2338）

		市民スポーツ祭
申し込み：各申込期限までに申込用紙、参加料（おつりのないよう用意してください）を豊橋市体育協会（岩田運動公園内☎63・
3031）。③は各地区体育館、各体育施設でも申し込み可。申込用紙は各地区体育館、各体育施設、豊橋市体育協会で配布

		市民大学トラム

■若返り教室　※時間は午後1時30分～3時
教室名 とき ところ 内容／講師／定員（申込順） 申込先

①体操で
　若返り教室

7月5日㈬ あいトピア
（前畑町）

健康づくりのための運動に
ついて学びます／保健師な
ど／各40人程度

豊橋市中央地域包括支援センター
（前畑町☎54・7170）

7月19日㈬ 羽根井地区市民館
（羽根井本町）

アースサポート豊橋駅西地域包括支援
センター
（八通町☎43・5211）

7月25日㈫ 八町地域福祉センター
（八町通五丁目）

地域包括支援センターふくろう
（八町通三丁目☎56・0018）

7月28日㈮ 芦原校区市民館
（芦原町字嵩山地）

福祉村地域包括支援センター
（野依町字山中☎45・5130）

②脳の
　若返り教室

7月5日㈬ 五並地区市民館
（細谷町字上大附） 楽しみながら行う認知症予

防について学びます／保健
師など／各50人程度

彩幸地域包括支援センター
（西赤沢町字深山☎23・6014）

7月6日㈭ 豊岡地区市民館
（西岩田四丁目）

地域包括支援センターケアコープ豊橋
（平川南町☎65・8567）

③お口から
　若返り教室

7月20日㈭ 東陽地区市民館
（多米中町一丁目） 飲み込みとお口の体操につ

いて学びます／歯科医師、
歯科衛生士／各50人程度

赤岩荘地域包括支援センター
（多米町字大門☎66・1262）

7月27日㈭ 大村校区市民館
（大村町字地之神）

地域包括支援センターみのり
（大村町字山所☎51・1339）

大会名 とき／ところ 対象／内容／参加料 申込期限

①自転車大会兼豊橋自転車
競技大会

7月16日㈰午前9時30分（小雨決行。雨
天順延23日）／豊橋競輪場（東田町）

［自転車大会］市内在住・在学・在勤の小学
生以上／タイムトライアル［豊橋自転車競技
大会］中学生以上／エリミネイションレー
ス、速度競争など／1種目500円

7月2日

②ゲートボール大会 8月2日㈬午前8時30分（雨天順延3日）／
高師緑地（高師町字北原）

市内在住で12歳以上の方（1チーム5～7人）／
1チーム2,000円 7月9日

③水泳大会 8月6日㈰午前9時／アクアリーナ豊橋（神
野新田町字メノ割）

市内在住の方／タイムレース（自由形・平泳
ぎ・背泳ぎ・バタフライ）／300円（当日集金） 7月7日

講座名 とき／ところ
内容／講師※敬称略／持ち
物／その他

定員（抽選）／受講料 申し込み

ジャズ入門講座Ⅱ
ジャズで甦

よみがえ

る日本
の名曲
（全5回）

6月24日、7月1日・15日・
29日、8月19日の土曜日午
後1時30分～3時／アイプ
ラザ豊橋（草間町字東山）

日本の名曲をジャズ風に演
奏するコツを学びます／坪
坂憲昭（ピアノ講師）／楽器・
譜面台／打楽器は使いません

16人／1,500円

6月16日までに住所、氏名、
年齢、電話番号をアイ
プラザ豊橋（☎48・3007）
※ホームページからも
申し込み可

だれでもカンタン！
スマホ写真術
（全5回）

7月13日・27日、8月10日・
24日、9月14日の木曜日
午前10時～11時30分／牟呂
地区市民館（東脇二丁目）

きれいに撮影するコツと画
像の加工方法を学びます／
宮城谷好是（プロカメラマ
ン）／スマートフォン（iPhone、
Android可）

15人／1,500円（別途、
材料費1,500円必要）

6月20日までに郵便番
号、住所、氏名、年齢、電
話番号を牟呂地区市民館
（☎32・4615 mu-ro@
tees.jp）


