クリスマスは
スケートを楽しもう！

アクアリーナ豊橋 クリスマスイベント

小学生無料体験乗馬

馬の乗り心地はどうかな？

指導者が手綱を引き、
①ポニー、
②サラブレッドに騎乗します。
とき：12/24㈰9:30～11:00 とこ
ろ：高師緑地馬場 対象：①1～3
年生②4～6年生 定員：各50人
（先着順。
当日8:30〜10:00に会場で整理券配布） 問合せ：
豊橋馬術協会
（☎45・2996）
「
、スポーツのまち」
づくり課
（☎
51・2866）
52513

クリスマスの仮装でスケートをすると、
抽選会に参加できます。
とき：12/24㈰10:30～16:00
＜関連イベント＞
親子スケート教室
時間：10:30～11:30 対象：3歳児以上と保護者
（2人1組） 定
員：20組
（申込順） 料金：1,000円
（別途、
施設利用料・貸靴料必
要） 申込み：12/1㈮からアクアリーナ豊橋
（☎31・4781）
親子工作教室
①ミニ門松、
②クリスマスリースを作ります。
時間：10:30～12:30 対象：3歳児以上と保護者
（2人1組） 定
員：①20組②10組
（各申込順） 料金：①2,000円②800円 申込
み：12/1㈮からアクアリーナ豊橋
（☎31・4781）
［共通事項］ 52477

スポーツ教室

①ハンドボール教室
とき：1/17～2/8の水・木曜日
（1/31を除く。
全7回） ところ：総合
体育館 対象：小・中学生 定員：120人
（申込順） 料金：3,000円
とき：1/19～2/23の金曜日
（全6回） とき：12/23㈷、12/24㈰、 ②ボウリング教室
（全4回） ところ：岩屋キャノンボウ
17:00～18:00 ところ：総合体育
12/27㈬、12/28㈭（全4回） とき：2/6～2/27の火曜日
ル 定員：12人
（申込順） 料金：3,000円
10:00～11:30 ところ：青少
館 対象：3歳児～小学3年生 定員：
③スケート教室
年センター 対象：市内在住
20人（申込順） 料金：2,500円 申
とき：2/4～2/25の日曜日
込み：12/8㈮10:00から直接、
（全4回） ところ：アクアリーナ豊
の小学生 定員：20人（申込
豊橋
橋 対象：年長児以上 定員：220人（申込順） 料金：一般
市体育協会、各体育施設 問合せ：
順） 料金：200円 持ち物：ラ
3,000円、
中学生以下2,500円
（別途、
貸靴料1回300円必要）
ケット、
室内用シューズ 申込
豊橋市体育協会
（☎︎63・3031）
申込先：豊橋市体育協会
み
：
［共通事項］
（☎63
・3031）、各体育
12/1㈮から青少年セ
ン
ター
52601
施設
（②③の会場を除く）
52576
（☎46・8925）
16908

健康づくりのためのスポーツ教室
3B体操

ジュニアチャレンジ講座
卓球

ネオホッケー
プラスチック製のスティックとボールを使う、
室内で行うホッケー
です。
安全性を重視し、
相手との接触などが厳しく規制されている
ため、
子どもから年配の方まで安心して楽しめるスポーツです。

市民スポーツ祭 ネオホッケー

とき：2/25㈰9:30

ところ：総合体育館

点が入ると
うれしい！
みんなで
楽しめるよ♪

対象：市内在住の小学生以上
（6〜12人1

組） 料金：1組5,000円
（当日集金） 申込み：1/14㈰までに直接、
豊橋市体育協
会、
各体育施設 問合せ：豊橋市体育協会
（☎63・3031）
52575

安田さん姉妹
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撮影：伊藤華織 昨年のようす

市民と創造する演劇 とよはしの街の物語

とき：3/3㈯、
3/4㈰14:30

ところ：穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」 作・演出・音楽：糸井幸之介
（FUKAIPRODUCE

（木ノ下歌舞伎） 入場料：全席指定。
一般2,000円、
24歳以下1,000円、
高校生以下
羽衣） ドラマトゥルク：木ノ下裕一
（☎39・3090）
、
一般は1/20㈯10:00か
500円 チケットの販売：会員先行は1/6㈯10:00からプラットチケットセンター
らプラットチケットセンターほか

糸井幸之介さんからメッセージを
いただきました。

糸井幸之介さん

3月に穂の国とよはし芸術劇場 アー
トスペースで上演した、
とよはしの街の
物語
「はしっ子」
を、
規模を大きくして主
ホールで上演します。
ある家族の一晩
を描いたちょっと妙なミュージカルです。
2年がかりで作らせてもらえるとい
う、
作り手にとってはとても贅沢な企
画です。
演劇作りに市民がたっぷり関
わることで、
より演劇の楽しさを知って
もらい、
より身近に感じてもらいたい
という、
劇場の強い思いを感じます。
2年目ですから、
私も、
市民も、
劇場
も、
一つの劇団のような結びつきで、
人間味あふれる舞台を作りたいです。
ドラマトゥルクとは？
演劇集団において戯曲の調査や作品
制作に関わる役割で、
「演出家の知的
パートナー」
とも言われています。
今回
の
「とよはしの街の物語」
では、
豊橋に
ついての調査を行い、
さまざまな題材
を演出家へ提供しています。
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発声・歌唱ワークショップ
プチ・ミュージカルをつくってみる！
声の出し方を学び、
ミュージカル作りを体
験します。
とき：12/9㈯14:00～17:00 ところ：穂の国
とよはし芸術劇場
「プラット」 対象：中学
（ヴォイスト
生以上 講師：伊藤和美さん
定員
：
20人程度
（選考） 料金：
レーナー）
500円 申込先：プラットチケットセンター
（☎39・3090）
※ホームページからも申し
込み可

プラットの創造活動室を
ご利用ください
穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」
には、
演劇や舞踊・音楽の稽古・発表会ができ
る活動室
（4室）
、
ドラムセット、
エレクトリッ
ク・ピアノ、
ギター・ベースアンプを常設し
た活動室（3室）がありますので、ぜひご
活用ください。申込方法など詳細はホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
問合せ：穂の国とよはし芸術劇場
（☎39・
8810）

プラットワンコインコンサート
心躍るリズムとメロディの世界

♪

とき：1/11㈭19:00 ところ：穂の国とよは
ル
ド ゥ ー
し芸術劇場「プラット」 出演：Le deux
メ
ピアニスト） 曲
mai(パーカッショニスト、
目：月の光
（ドビュッシー）
、
マリンバ小協奏
曲（ポール・クレストン）ほか 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
（☎39・3090）
、
市民文
化会館窓口

