催し情報・楽しむ・学ぶ 情報ひろば

とよはし歴史探訪
歴史的建造物を巡る

劇団うりんこ
出現！ラクダ大サーカス団！

東陽ふれあい音楽会
とき／内容／出演：6月5日㈯午前 10 時

とき：6 月 27 日㈰ 午 前 9 時 ～ 午 後 4 時

とき：8 月7日㈯午後 6 時開演 ところ：

／歌・響く・音 空間を震わせる人の

集合・解散：美術博物館（豊橋公園内）

市民文化会館（向山大池町） 内容：憎

声／豊橋女性コーラスほか、6月9日㈬

対象：小学 4 年生以上（小学生は保護者

しみが世界を変えた日に友情は世界を

午前 10 時／琵琶の調べをあなたに 琵

同伴） 内容：東観音寺多宝塔、豊橋

救えるか !? 親子で笑って泣ける冒険青

琶法師の世界へ／糸井藍水ほか とこ

ハリストス正教会聖堂、公会堂、浄慈

春物語です 入場料：全席自由。一般

ろ：東陽地区市民館（多米中町一丁目）

院地蔵堂など市内の指定・登録文化財

1,500 円、高校生以下 1,000 円 チケッ

参加料：400 円（当日参加可。前売り券

をバスで巡ります

トの発売：6月5日から豊橋文化振興財

は飲み物とお菓子付き） 問合先：東陽

ん（豊橋技術科学大学准教授） 定員：

団、ライフポートとよはし総合案内所、

地区市民館（☎ 61・7741）

25 人（抽選） 参加料：100 円（資料代）

豊橋丸栄プレイガイド、カルミアサー

申し込み：6月7日～ 14日に美術博物館

ビスセンター、オリエント楽器豊橋店、

講師：泉田英雄さ

チケットぴあ（☎ 0570・02・9999［Pコ

館蔵品展 浮世絵・絵図・刷り物
に見る江戸の旅

）
、6月7日から市役所じ
ード 404-020］

とき：6 月 12 日㈯ ～ 7 月 11 日㈰ 午 前 9

ょうほうひろば

時 30 分～午後 5 時（月曜日休館） とこ

とき：7 月 11 日㈰、11 月 28 日㈰午後 1

■バックステージツアー

ろ：二川宿本陣資料館（二川町字中町）

時～ 3 時 ところ：こども未来館ここにこ

内容：公演終了後にステージ上のセット

内容：館蔵品の浮世絵、絵図、刷り物

（松葉町三丁目） 内容：子どもに起き

などを見学します（30 分程度） 対象：

のなかから、旅に関するものを取り上

やすい事故とその予防、日常起こりや

チケット購入者

げ、江戸時代の旅のようすを紹介します

すい事故の手当の方法、心肺蘇生法

参加料：無料 申し込み：6月5日から豊

入館料：一般 400 円、小・中・高校生

とAED の使い方（各回の受講者にそれ

橋文化振興財団

100 円 問合先：二川宿本陣資料館（☎

ぞれ受講証を交付） 定員：各 40 人（申

[ 共通事項 ] 問合先：豊橋文化振興財団

41・8580）

（☎ 51・2879）※ 1 度に 2 人まで

赤十字こどもの安全教室

込順） 受講料：無料（教材費 200 円必

定員：20 組（申込順）

（市民文化会館内☎ 61・6145）

で住所、氏名、性別、電話番号を日本

豊橋みなとフェスティバル
ナイトクルーズ

赤十字社愛知県支部事務局事業部講

とき：7月19日㈷出港／午後 6 時、帰港

習課（〒461-8561 名古屋市東区白壁 1

／午後 8 時頃

要） 申し込み：はがき、または申込書

発着場所：神野ふ頭町

052・971・1590）
。ホームペ

定員：400 人（抽選） 料金：中学生以上

ージ（http://www.aichi.jrc.or.jp/）から

2,000 円、小学生 1,000 円（弁当・飲み

も申し込み可※申込書は愛知県豊橋赤

物付き。未就学児は無料ですが、弁当

丁目50

十字血液センター（東脇三丁目）
、市役
所福祉政策課（東館 3 館）で配付 問合
先：日本赤十字社愛知県支部事務局事

出現！ラクダ大サーカス団！

里山植物ときのこの観察会

が必要な場合は小学生料金。はがきに
その旨を明記） 申し込み：6月18日（必
着）までに返信先明記の往復はがき（1

業部講習課（☎ 052・971・1589）
、市

とき：6 月26日㈯午後 1 時～ 4 時（雨天

枚につき8 人まで）で代表者の住所・氏

役所福祉政策課（☎ 51・2355）

決行） 集合・解散：岩屋緑地休憩所

名・電話番号と参加者全員の氏名・年

対象：どなたでも（小学生以下は保護者

齢（学年）を豊橋みなとフェスティバル

同伴） 内容：岩屋緑地を散策しながら

実行委員会事務局「ナイトクルーズ」係

とき：6月24日㈭午前 10 時 30 分～正午

自生するきのこを観察します 定員：30

（〒440-8508 住 所 不 要） 問 合 先：豊

ところ：愛知県東三河総合庁舎（八町通

人（申込順） 参加料：無料 持ち物：飲

橋みなとフェスティバル実行委員会事

五丁目） 内容：里親制度の説明と里親

み物、軍手、タオル、筆記用具、あれ

務局（豊橋商工会議所内☎ 53・7211）
、

（養育型・養子型）の体験発表をします

ばルーペ（拡大鏡）・図鑑など 申し込

港湾活性課
（☎ 34・3710）

定員：80 人程度
（先着順） 参加料：無料

み：6 月 1 日～ 18 日に住所、氏名、電

その他：託児あり 問合先：東三河児童・

話番号を公園緑地課（☎ 51・2655）

里親養育体験発表会

障害者相談センター
（☎ 54・6465）
、市
役所子育て支援課
（☎ 51・2327）
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主な対象

どなたでも

女性

男性

学習教室
池の生き物観察とザリガニ釣り

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

スキルアップセミナー
表計算Excel（基礎）

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

災害ボランティアコーディネーター
養成講座

とき：7月10日㈯午前 10 時 30 分〜午後

とき：7月3日㈯・4日㈰（全 2 回）午前 9

とき／ところ：8月1日㈰／あいトピア
（前

2 時（雨天順延 11日㈰） ところ：豊橋市

時～午後4 時30 分（4日は午後3 時40分

畑町）
、8月8日㈰／つつじが丘地域福

内（現地集合・解散） 対象：どなたで

まで） ところ：県立東三河高等技術専

祉センター（佐藤五丁目）
。全 2 回。い

も（小学生以下は保護者同伴） 内容：

門校（豊川市一宮町） 対象：パソコン

ずれも午前 10 時〜午後 5 時 対象：大

プランクトンやザリガニなどの生き物の

の基本的な文字入力とマウス操作の出

規模災害の発生時に、豊橋市と社会福

採集・観察をします 講師：当館学芸員

来る初心者の方 内容：表計算 Excel 基

祉協議会が設置する災害ボランティア

定員：35 人（抽選） 参加料：200 円 申

礎（表計算によるデータ処理、グラフの

センターで活動できる高校生以上の方

し込み：6 月18日（必着）までに、返信

作成） 定員：25 人（申込順） 受講料：

内容：大規模災害の発生時に全国から

先明記の往復はがきで教室名、参加者

2,300 円 申し込み：6 月18日までに申

ボランティアを受け入れ、被災者のニ

全員の住所・氏名・年齢・電話番号を

請書を県立東三河高等技術専門校（☎

ーズに合わせて派遣する、被災者とボ

自然史博物館（〒441-3147 大岩町字大

0533・93・2018

0533・93・4267

ランティアのパイプ役となる災害ボラ

higashimikawa-senmonko@pref.

ンティアコーディネーターを養成します

aichi.lg.jp）※申請書は県立東三河高等

定員：30 人
（申込順） 受講料：無料 申

技術専門校で配布中

し込み：7月21日までに市民協働推進課

穴 1-238 ☎ 41・4747）

ボランティアグループ運営研修会
とき：6 月27日㈰午前 10 時～午後 4 時
ところ：あいトピア（前畑町） 内容：
「行

（☎ 51・2483）

生ごみ減量講習会

肢体不自由者ガイドヘルプ
ボランティア講習会

列のできる講座とチラシの作り方」をテ

とき：7 月3 日㈯①午後 1 時②午後 2 時

ーマに、たくさんの人が集まり参加者が

15 分③午後 3 時 30 分（各 1 時間） とこ

喜ぶイベント・講座の作り方を、すぐに

ろ：市役所講堂（東館 13 階） 内容／講

とき：7月3日㈯・4日㈰（全 2 回）午前 10

使えるワザ満載で具体的に解説します

師：①生ごみ減量容器講習会／ NPO 法

時～午後 3 時 30 分 ところ：あいトピア

講師：牟田静香さん（NPO法人男女共同

人生ごみリサイクル全国ネットワーク②

（前畑町） 内容：肢体不自由者が外出

参画おおた理事長） 定員：50 人（申込

ガーデニング／松原光巴里さん（コン

する際に付き添うガイドヘルプボラン

順） 参加料：無料 その他：手話通訳、

テナガーデニングマスター）③電動式生

ティアの心構えや車椅子などを使った

要約筆記付き 申込先：豊橋市社会福

ごみ処理機講習会／餌取英樹さん（環

実践的な介助方法を学びます 定員：

境カウンセラー） 定員：各 90 人（申込

30 人（申込順） 受講料：500 円（テキス

順） 受講料：無料 申し込み：7月2日

ト代など） 申し込み：6 月25日までに

までに環境政策課（☎ 51・2414）

豊橋市社会福祉協議会（☎ 52・1111）

祉協議会
（☎52・1111

52・1112）

市民協働事業 CAP大人向け講座
子どもの生きる力を育てよう
とき：7 月25 日㈰午前 10 時～正午 と
ころ：こども未来館ここにこ（松葉町三丁

今日からできる！ 健康づくり実践教室

目） 対象：市内在住・在学・在勤の方

日程など：下表 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：

内容：いじめなどさまざまな暴力から

市内在住の方 内容：生活習慣病などの予防・解消のための具体的な方法について、

自分で身を守る力を引き出す具体的で

講義や実践をとおして学びます 参加料：無料 講師：保健師、栄養士ほか 申し

効果的な方法を学びます

込み：6月15日までに参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を健康増進課（☎

とよはし CAP

講師：NPO

定員：100 人（申込順）

受講料：無料 その他：託児あり（予約
制） 申し込み：6 月10日午前 9 時から
講座名、氏名（フリガナ）
、電話番号を
NPOとよはしCAP（ 61・6730

cap-

toyohashi1791@ezweb.ne.jp） 問 合
先：NPOとよはしCAP（☎ 090・3459・
0553）、青少年課（☎ 51・2855）

39・9139）
■今日からできる！健康づくり実践教室
講座名

とき

定員

必須

講義編

6 月 25 日㈮
午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

50 人
（抽選）

選択 A

食事実践編

6 月 28 日㈪
午前 9 時 30 分～午後 0 時 30 分

20 人
（抽選）

選択 B

運動実践編

7 月 2 日㈮
午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

30 人
（抽選）

講義編と食事実践編・運動実践編のどちらか、または両方参加できます（抽選）。
講義編のみの参加可。実践編のみの参加は不可。
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