催し情報・楽しむ 情報ひろば

ちびっこ足自慢大会

勤労者講座コーヒー、
紅茶の
効能と楽しみ方
（全4回）

とき：8 月 24 日㈰午後 1 時 30 分～ 3 時
対象：小・

日程など：下表 ところ：労働会館（神

中学生（保護者同伴） 内容：プロのケ

野ふ頭町ライフポートとよはし内） 対

イリン選手の指導による、タイムトラ

象：市内在住・在勤の勤労者 講師：飛

イアルやレースなどの自転車競技体験。

鳥博さん（コーヒープランナー） 定員：

参加者に景品を進呈

20 人（申込順） 受講料：1,800 円（教材

30 分 ところ：豊橋競輪場

定員：20 人（抽

選。当選者のみ 8 月18日までに通知）

費ほか含む） 持ち物：コーヒーカップ

参加料：無料 持ち物：自転車 申し込

申し込み：8 月26 日までに住所、氏名、

み：8 月14日（必着）までに参加者全員

年齢、電話番号、勤務先、勤務先住所

の住所・氏名・年齢・電話番号・どこ

を労働会館（ふ 33・1919 め toyohashi-k

でこの情報を知ったかを、ちびっこ足

h@tees.jp） 問合先：労働会館（☎33・0

自慢大会係（豊橋競輪場内〒440-0066

555）
、工業勤労課（☎ 51・2437）

東田町 87 ふ 65・1711 ほ http://www.

■コーヒー、紅茶の効能と楽しみ方
時間は午後 2 時〜 3 時 30 分

keirin.toyohashi.aichi.jp/） 問合先：豊
橋競輪場（☎ 61・3136）

競輪のコースを走るようす

楽しむ
自然に親しむ親子のつどい
焼き杉で壁飾りをつくろう

とき

内容

とき：8月31日㈰午後1時～3時 ところ：

9 月 6 日㈯

コーヒー豆の一般知識、
コーヒーと健康（効能）
、
コーヒーの入れ方、試飲

少年自然の家（伊古部町字下り） 対象：

コーヒー豆の保存期間・
方法、手挽きと電動ミ
ルの違い、試飲

り抜いた日本杉に、バーナーで焼き目

9 月 13 日㈯
9 月 20 日㈯

紅茶の一般知識、道具
の各種説明、試飲

9 月 27 日㈯

紅茶と健康（効能）
、ア
レンジメニュー、試飲

小・中学生と保護者 内容：動物型に切
をつけて壁飾りをつくります 定員：50
人（申込順） 参加料：1 人 300 円 持ち
物：タオル、軍手 申し込み：8月5日午
前 8 時 30 分から少年自然の家（☎ 21・
2301）

三河地区

一流の技を間近で！サーフィン世界大会

8

月

3

日㈰

ところ 赤羽根大石海岸または赤

29

日㈫～

は１千万人を超す競技人口を誇る

羽根西海岸
（田原市・当日の波の状

7

月

サーフィン。 今やプロスポーツと

況 で決 定） その他

日本国内では１００万人、世界で

して世界で定着しています。その

交通規制あり 問合先 田原市観

とき

人気スポーツ、 サーフィンの世界

光協会
（☎０５３１・ ・３５１６）

周 辺 道 路の

大会が、今年も田原市で開催され

ます。 世界トッププロの華麗な技

は、サーフィン愛好家はもちろん、

経験者でなくてもそのすばらしさ

が分かるほど。また、会場の状況

や音楽、多くの外国人選手、観衆

など、華やかな雰囲気を楽しむこ

ともできます。

さて、ここで観戦を楽しむコツを

紹介します。会場に貼り出される

技を チェックして、 その時 間 以外

「 ヒート 表 」で 気 にな る 選 手 の 競

は選手のボードを見に行ったりす

ると面白いでしょう。また実況に

耳を傾けると、
「あと何分で何点あ

れば逆転できる」といった試合状況

が即座にわかり、より観戦が楽し

くなるはずです。
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華麗な波乗りを見せる選手
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どなたでも

主な対象

女性

男性

わくわくサイエンス・ショー
音のふしぎをさぐる

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

とき／内容／出演／曲目：8月6日㈬午

国際交流サロン 親子で作ろう！
ブラジルのおやつ

とき：8月10日㈰午前11時、午後2時（約

前 10 時／美しいピアノの響きをあなた

とき：8月23日㈯午前 10 時 30 分～午後

60 分） ところ：視聴覚教育センター
（大

に バロックから近現代まで／梁川茉

2 時 ところ：生活家庭館（高師町字北

岩町字火打坂） 対象：幼稚園・保育

里子さん（ピアノ）／ベートーベン ソナ

原） 対象：小学生以上の子どもと保護

園の年中～中学生と保護者

タOP.31-1・ドビュッシー ベルガマスク

者 講師：鈴木ギダさん（NPO 法人 ABT

に関するさまざまな楽しい実験ショー。

組曲ほか、8月27日㈬午前 10 時／マリ

豊橋ブラジル協会） 内容：ブラジル人

ふしぎな科学体験もできます

講師：

ンバのすてきな音色を！ 心に響くマリ

の親子と楽しみながら簡単なブラジル

定員：各

ンバアンサンブル／井上亮子（マリン

のおやつを作ります

バ）ほか／カルメン・さとうきび畑ほか

選） 参加料：無料（材料費 1 人 1,000

ところ：東陽地区市民館（多米中町一

円必要） 申し込み：8月15日（必着）ま

丁目） 参加料：各 300 円（当日参加可。

でに返信先明記の往復はがき（1 家族

前売券は飲み物とお菓子付き） 問合

1 枚）で参加者全員の氏名・住所・年

先：東陽地区市民館（☎ 61･7741）

齢・電話番号を豊橋市国際交流協会（〒

豊橋エコサイエンスクラブ

内容：音

240 人（先着順） 参加料：無料

問合

先：地下資源館（☎ 41・2833）

東陽ふれあい音楽会

個人募集施設見学会

440-0888 駅前大通二丁目 33-1 開発ビ
ル 3 階☎ 55・3671）

とき：9月9日㈫午前9時～午後3時30分
サイエンス・ショーのようす

寺宝展

見学先：廃棄物最終処分場、二川宿本
、こども
陣資料館（菊の節句展 重陽）

とき：8月23日㈯・24日㈰ 午前 9 時～午

未来館ここにこ 集合・解散：市役所

後 4 時（入館は午後 3 時まで） ところ：

対象：市内在住の方（乳幼児の同伴不

正宗寺（嵩山町上角庵）
、東観音寺（小

とき：8 月23 日㈯午後 7 時～ 9 時※天候

可） 内容：バスで巡る見学会により市

松原町字坪尻） 内容：国の重要文化

不順の場合中止。中止は当日午後 4 時

政への理解を深め、ご意見をいただき

財を公開。正宗寺／長澤蘆雪の作品

に 判 断、 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.

ます 定員：26 人（抽選。結果は 9月2日

群など70 点。東観音寺／木造阿弥陀

星空観望会
天の川と夏の星空を見よう

toyohaku.gr.jp/chika）、電話でお知らせ

までに通知） 参加料：無料 持ち物：昼

如来像、金銅馬頭観音御正体など70

します ところ：五並中学校運動場（細谷

食、筆記用具 申し込み：8月20日
（必着）

点 拝観料：各 500 円（小・中学生 250

町字北芋ケ谷） 対象：どなたでも（中学

までに返信先明記の往復はがき（1 枚に

円、園児以下無料） その他：正宗寺

生以下は保護者同伴） 内容：天の川と

つき2 人まで）で実施日、参加者全員の

にお茶席あり（一席 500 円） 申し込み：

夏の代表的な星座、星雲星団、木星など

住所・氏名・年齢・電話番号を広報広

不要

を天体望遠鏡や双眼鏡で観望します 定

聴課（〒440-8501 住所不要☎ 51･2166）

ン協会（☎ 54･1484）
、商業観光課（☎

員：60 人（申込順） 参加料：無料 持ち
物：筆記用具、懐中電灯、あれば双眼鏡・

三河港船上セミナー

星座早見盤 申し込み：8 月12 日午前 9

とき：8月24日㈰ 集合・解散：集合は午

時から視聴覚教育センター（☎ 41・3330）

前 10 時にポートインフォメーションセン

問合先：豊橋観光コンベンショ

51･2430）

農業後継者との交流会
旬の味を楽しもう!!

ター（神野ふ頭町）。解散は午後 2 時頃に

とき：9 月7日㈰午前 9 時～午後 4 時 30

集合場所 行程：田原マリーナ（乗下船）、

分

とき：8 月 23 日㈯ 午 前 10 時 30 分 ／ 親

船上セミナー（昼食）、ポートインフォメ

き先：安城産業文化公園デンパーク（安

、午後 2 時／大人向
子向け「大 福帳」

ーションセンター（自由見学） 対象：中

城市）
、三国観光農園（岡崎市） 対象：

け「康き綴」 ところ：二川宿本陣資料

学生以上（船酔いする方はご遠慮くださ

独身女性 定員：15 人（申込順） 参加

館（二川町字中町） 対象：小学生以上

い） 内容：見学をとおして三河港への理

料：3,000 円（お土産付き） 申し込み：8

（小学生は保護者同伴） 定員：各 15

解を深めます 定員：45 人（申込順） 参

月20日までに JA 豊橋高豊支店（☎ 21・

人（申込順） 内容：古くから伝わる製

加料：無料 持ち物：昼食、飲み物、筆

2111） 問 合 先：農 業 委員会（☎ 51・

本技術である和綴じを用いて和本作り

記用具 申し込み：8月11日から参加者

2950）

に挑戦します 参加料：無料（入館料必

全員の住所・氏名・年齢・電話番号を

要） 入館料：一般 400 円、小・中・高

港湾活性課（☎ 34･3710 ふ 34･0172）

本陣体験講座 和本を作ろう
だいふくちょう

こ う き とじ

校生 100 円 申し込み：8 月3日から二
川宿本陣資料館（☎ 41・8580）
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定員：30 人（抽

集合：午前 9 時に豊橋駅西口

行

