つつじまつり
4/19㈮～5/6㉁
（開花状況によ
り変更の場合あり）
＜関連イベント
春の花いっぱいサービス＞
先着1,000人に春の花をプレゼントし
ます。
とき 4/28㈰10:00～11:00
［共通事項］
ところ 向山大池周辺
問合せ 春まつり実行委員会
（観光振
興課内☎51・2430）
8075
とき

春の豊橋まちなか歩行者天国
■とよはしアートフェスティバル2019
大道芸 in とよはし
とき 5/4㈷、
5/5㈷
■ハンバーガーフェス＆アメリカデイ
とき 5/19㈰
■アウトドアフェス＆ビール・日本酒祭り
とき 6/2㈰
■ベジ＆フラワーフェス
とき 6/16㈰
［共通事項］
ところ 広小路通り一・二丁目、
ときわ
アーケード
その他 時間は11:00～16:00。
雨天中
止。
各日10:00～17:00に交通
規制を実施
問合せ 広小路歩行者天国実行委員
会（まちなか活性課内☎55・
8101）
59895

ワークショップ
潮干狩りで生きものを探そう
干潟で見られる貝類やカニ類を観察
し、
干潟の生態系を学びます。
とき 5/18㈯9:00～12:30
（雨天順
延5/19㈰）
ところ 前芝海岸
対 象 小学生以上
（小学生は保護者
同伴）
講 師 自然史博物館学芸員
定 員 50人
（抽選）
その他 集合・解散は総合動植物公園
中央門駐車場※バス使用
申込み 5/2㉁
（必着）
までに返信先明
記の往復はがきでイベント名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

とよはしアートフェスティバル2018
大道芸 in とよはし

とよはしアートフェスティバル
大道芸マルシェ
ケバブサンドなどのホットスナック、
ジェ
ラートなどを楽しめます。
とき 5/4㈷、
5/5㈷11:00～18:00
ところ 豊橋駅南口駅前広場
問合せ まちなか活性課
（☎55・8101）
63582

イベントや生活に
役立つ情報などをお届けします。
催し・講座. .....P22
支援..............P28
● 募集..............P29
●

●

●

●

その他...........P31
相談..............P33

平成ありがとう ええじゃないか豊橋
市電の日イベント
とき 4/14㈰10:00～15:00
■豊橋市体育協会100キロコンペ対象
ウォーキング
（7.3km）
赤岩口車庫から葦毛湿原や民俗資料
収蔵室を巡ります。
時 間 ［受け付け］
10:00～11:30
■平成ありがとう市電村
市電との綱引き大会、
ミニほっトラムの
乗車などを行います。
ところ 赤岩口車庫
［共通事項］
その他 8:30から駅前停留場で先着
300人に赤岩口車庫までの片
道切符を配布。市内線全線の
小児
（小学生以下）
運賃無料
問合せ とよはし市電を愛する会 鈴木
（☎080・3615・5137）、都市
交通課
（☎51・2620）
64234

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
女神のほほえみ＆トマトの祭典
おむすびや酒、旬のトマトを使ったグ
ルメを集めた特産市です。
とき 4/21㈰10:00～16:00
ところ 豊橋駅南口駅前広場
問合せ まちなか活性課
（☎55・8101）
63581
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認知症サポーター講座

認知症座談会

認知症を知り、
認知症の方や家族への
支援方法を学びます。
とき 講師との調整により決定
ところ 市内の公共施設など
（申込者
が用意）
対 象 市 内 在 住・在 学・在 勤 のグ
ループ
その他 認知症サポーターの証
「オレン
ジリング」
を進呈
申込み 希望日の1か月前までに申込
書を長寿介護課
（〒440-8501
住所不要☎51・2338 56・
3810）※申込書は長寿介護
課、
各地域包括支援センター、
各地区・校区市民館で配布
6412

介護の悩みなどを話し合い、
専門医か
らアドバイスを受けます。
とき 4/24㈬13:00～15:30
ところ 大清水地域福祉センター
対 象 認知症の方の介護者で初参
加の方
講 師 伊苅弘之さん
（福祉村病院副
院長）
定 員 10人
（申込順）
申込み 4/17㈬までに住所、
氏名、電
話番号を豊橋市南部地域包
括支援センター
（☎25・7100）
24204

オープンガーデン豊橋
バス見学会
講師の説明を聞きながら市内の庭を
見学します。
とき 5/13㈪、
5/17㈮9:00～16:30
（少雨決行）
対 象 市内在住で庭づくりをしている
方
（未就学児の同伴不可）
講 師 鈴木久仁子さん
（ガーデンプラ
ンナー）
ほか
定 員 各15人
（抽選。
初回優先）
料 金 各2,500円
（昼食代含む）
その他 集合・解散は市役所東館正面
玄関前
申込み 4/15㈪
（必着）
までに返信先明
記の往復はがき
（1枚1人まで）
で希望日、郵便番号、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号
を豊橋みどりの協会（〒4413147大岩町字大穴1-238☎
41・7400）

おたまじゃくしの会
お互いの悩みを話し、
情報交換をします。
とき 4/11㈭、
5/9㈭13:30～15:00
ところ 保健所・保健センター
対 象 市内在住で、
ひきこもりや不登
校の子どもを持つ家族
申込先 健康増進課
（☎39・9145）
6779

三遠南信

南信州
地区

お出かけ情報

春の天龍峡

天竜川の浸食によって造り出され

た 高 く そび え る 奇 岩 断 崖 を 四 季

折々の木々が彩る「天龍峡」
。
春の天

龍峡は、サクラ、ツツジなど、さまざ

まな花が咲き誇り、その風光明媚な

景色に心が洗われます。
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中でも、川下り舟から眺めるサク

天龍峡ご湯っくり
つつじ祭り
と き 5/3㈷10:00～14:30
ところ 天龍峡温泉交流館ご湯っくり
［共通事項］
問合せ 天龍峡観光案内所
（☎0265・27・
2946）

ラは特にお勧めです。
４〜５月は、楽

天龍峡花祭り・
ハーフリレーマラソン大会
と き 4/14㈰9:00～15:00
ところ 天龍峡お祭り広場
（飯田市龍江）
天龍峡八重桜街道
さくらまつり
と き 4/21㈰9:30～14:30
ところ 今田平農村広場
（飯田市龍江）

しいイベント も 盛 り だ く さ んで す。

天龍峡ご湯っくり
さくら祭り
と き 4/6㈯10:00～14:30
ところ 天龍峡温泉交流館ご湯っくり
（飯田市川路）

ぜひ、
春の天龍峡へお越しください。

天龍峡 春のイベント

天龍峡

