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里山植物ときのこ観察会

普通救命講習会

おもしろサイエンスの日

とき：10月10日㈰午後 1 時 30 分～ 4 時

とき：10月16日㈯午後 1 時 30 分～ 4 時

とき：9月26日㈰午後 1 時～ 3 時
（随時参

（雨天決行） 集合・解散：岩屋緑地

30 分 ところ：中消防署
（東松山町） 対

加可） ところ：視聴覚教育センター（大

休憩所 対象：どなたでも（中学生以下

象：中学 2 年生以上 内容：事故現場な

岩町字火打坂） 内容：
「ゴム」をテーマ

は保護者同伴） 内容：岩屋緑地内を

どに居合わせた時、適切な応急手当が

に、サイエンス・ボランティアといっし

散策しながら、秋の植物やきのこを観

できるように知識、技能を身に付けま

ょに、かんたんな工作や科学あそびを

察します 定員：30 人（申込順） 参加

す 定員：30 人
（申込順） 受講料：無料

体験します。一度にいくつも参加して楽

料：無料 持ち物：飲み物、軍手、タオ

その他：修了者には修了証を交付。受

しめます 参加料：無料 申し込み：不

ル、筆記用具、あればルーペ（拡大鏡）
・

講後 2 年を経過する方も、救命技能の

要 問合先：地下資源館
（☎ 41・2833）

図鑑など 申し込み：9月17日～ 10月1

維持向上のため再度受講してください。

日に住所、氏名、電話番号を公園緑地

駐車場は中消防署の東側訓練場を利用

課（☎ 51・2654）

してください 申し込み：9月15日～ 10

ワークショップ リユースで
楽しいおもちゃをつくろう

月8日に中消防署
（☎ 52・0119）

実験ショー 目のさっかく？

とき：9 月25日㈯～ 11 月28日㈰の土・

とき：9月18日㈯～ 10月3日㈰の土・日

日曜日、祝日午前 10 時～ 11 時 30 分（随

曜日、祝日午後 2 時 20 分（約 25 分） と

時参加可） ところ：地下資源館（大岩

ころ：視聴覚教育センター（大岩町字火

町字火打坂） 内容：不要になったペッ

打坂） 内容：見えないものが見えたり、

トボトルや牛乳パック、お菓子の容器

見えていたものが消えたり、目と脳の

とき：10月9日㈯～ 11日㈷午前 10 時～

などから楽しいおもちゃなどをつくりま

ふしぎな関係などを楽しい実験で体感

午後4時 ところ：視聴覚教育センター
（大

す 参加料：無料 申し込み：不要 問

します 参加料：無料 申し込み：不要

岩町字火打坂） 内容：
「岩屋緑地に親し

合先：地下資源館（☎ 41・2833）

問合先：地下資源館（☎ 41・2833）

む会」による野生・栽培きのこの展示や

おもしろサイエンスの日のようす

展示会 きのこ展

書籍の展示など。持ち込んだきのこの名
前も調べます 参加料：無料 申し込み：
不要 問合先：視聴覚教育センター（☎
41・3330）
、公園緑地課
（☎51・2654）

豊橋市民お月見会
とき：9 月 20 日㈷・22 日㈬ 午 後 5 時 ～
牛乳パックなどを使ったおもちゃづくりのようす

実験ショー 目のさっかく？のようす

8 時 ところ：三の丸会館（豊橋公園内）
内容：十五夜をテーマに短歌・俳句・
川柳を作成します。入選者は後日表彰

まちなか音楽祭＆ご当地グルメ
とき：9月26日㈰（雨天の場合、こども未来館ここにこのみ開催） ところなど：下表
内容：まちなかでさまざまなジャンルが集まった音楽イベントを開催します。また、
豊橋駅南口駅前広場では横手焼きそば、宮崎肉巻きおにぎりなどのご当地グルメも
開催します 問合先：豊橋まちなか活性化推進協議会（都心活性課内☎ 55･8101
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kikaku/toshinkassei/）
■まちなか音楽祭＆ご当地グルメ
ところ
豊橋駅南口駅前広場
（渥美線新豊橋駅前）
豊橋駅東口駅前広場
サークルプラザ
こども未来館ここにこ
（松葉町三丁目）

時間

主な内容

午前 11 時～午後 5 時

和太鼓や吹奏楽、ダンスやゴスペル
など、多様なジャンルのステージです

午前 11 時 30 分～
午後 3 時 40 分

オールディーズからブラジル音楽ま
で幅広いバンド演奏のステージです

午後 1 時～ 6 時

アカペラやジャズ、エレクトーン
など、屋内でのステージです

します。22日は尺八の生演奏を行いま
す 参加料：無料 投稿規程：三の丸会
館現地詠でなくても可。ただし、19日以
前に作られた作品は無効 その他：期間
中は、三の丸会館立礼茶席を午後 8 時
まで延長営業。抹茶とお菓子のセットを
380 円で提供します 投稿方法：9月20
日～ 30日に投稿票で、三の丸会館設置
の投稿箱に投稿、また豊橋文化振興財
団（〒440-0862 向山大池町 20-1 市民文
化会館内）※投稿票は三の丸会館、豊
橋文化振興財団で配布中 問合先：豊
橋文化振興財団
（☎61・6145）
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どなたでも

主な対象

女性

男性

子ども

羽田祭

高齢者

障害者

事業

育児

野外観察会
きのこ観察会

■羽田八幡宮境内（花田町字斉藤）

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。

伊勢湾海上交通センター施設
一般公開

とき／内容：10月2日㈯午後 2 時／餅投

とき：10 月9日㈯午後 1 時～ 4 時（雨天

とき：10 月3日㈰午前 10 時～午後 3 時

げ、午後 4 時／手筒・大筒・乱玉。10

決行） 集合：視聴覚教育センター（大

（受け付けは午後 2 時 30 分まで） とこ

月3日㈰ 午前 10 時／乙女舞・浦安舞・

岩町字火打坂） 対象：どなたでも（中

ろ：伊勢湾海上交通センター（田原市伊

獅子舞奉奏

学生以下は保護者同伴） 内容：岩屋緑

良湖町） 内容：11月1日の「灯台記念

■松葉公園（萱町）

地内の散策路を歩きながら自生するき

日」にあわせて、管制室見学、制服試着、

とき／内容：10月3日㈰午後 3 時／餅投

のこを観察します 定員：40人
（申込順）

屋上開放、レーダー塔体験登頂などを

げ、午後 4 時／手筒・大筒・乱玉

参加料：無料

行います 参加料：無料 申し込み：不

持ち物：軍手、タオル、

筆記用具、あればルーペ（拡大鏡）
・図

［共通事項］問合先：羽田八幡宮（☎ 31・

要

鑑など 申し込み：9月26日午前 9 時か

7968）
、商業観光課（☎ 51・2430）

問合先：伊勢湾海上交通センター

（☎ 0531・34・2700

http://www6.

kaiho.mlit.go.jp/isewan/）
、市役所港

ら視聴覚教育センター
（☎ 41・3330）

湾活性課（☎ 34・3710）

市民スポーツ祭

申込用紙の配布：豊橋市体育協会（岩田運動公園内）、各体育施設

問合先：豊橋市体育協会

（☎ 63・3031）
大会名

とき／ところ

対象／参加料

申し込み

ペタンク大会

11 月 6 日㈯午前 8 時 30 分（雨天
の場合 13 日㈯）／レクリエーシ
ョンスポーツ広場（佐藤五丁目）

市内在住の方／無料

10 月 20 日までに申込用紙を武道館、綜合運動場管
理事務所、各地区体育館、総合体育館、グリーンス
ポーツセンター、トレーニングセンター、豊橋市体
育協会

馬術大会

11 月 7 日㈰午前 8 時
高師緑地（高師町字北原）

市内在住・在学・在
勤の方／ 2,000 円

10 月 24 日までに申込用紙、参加料を豊橋市体育協会

11

9

30

3

問合先 ウエルネス２０１０事務局（豊橋市体育協会内

☎ ・３０３１）
、スポーツ課（☎ ・２８６７）

月 日㈷午前 時 分～午後 時 ところ 総合体育

10

63

51

ウエルネス２０１０

とき

館と周辺
（神野新田町字メノ割） 参加料 無料

［体育館正面広場］

30

スカイクロス、 ペタンク、 ター

2

1

■催し

10 9

［第 アリーナ］

（小雨決行）
■ウエルネス・ウォーク

9

ゲットバードゴルフ、 グラウン

スポーツ展示・体験コーナー（ウ

内容 午前 時 分～ 時に豊

30

消防音楽隊の演奏、会場内の全

ォールクライミング、アーチェリ

橋公園芝生広場に集合し、ウエ

10

8

ドゴルフなど／開会式終了後～

ー、 スクエアダンス、ソフトボ

ルネス２０１０会場まで約 ㎞

50

10

員でラジオ体操など／午前 時

ールストラックアウトなど／開

歩きます 定員 ５００ 人（申

2

30

分～ 時、開会式／午前 時、 午後 時 分

会式終了後～午後 時 分、お

雨天中止決定

30

込 順） その他

は当日午前 時。当日の問合先

月 日～ 日に豊

63 19 32

7

3

時（ポイ

ントカードによる抽選会。当選

は総合体育館（☎ ・９６１１）

申し込み
9

楽しみ抽選会／午後

者に賞品を参加者 千人に花の

苗プレゼント）

［共通事項］その他 室内用シュ

1

橋市体育協会
（☎ ・３０３１）

バスケット ボールフリースロー

ーズを持参してください。なお、

［第 アリーナ］

ゲーム、タスポニー、ミニテニ

一部を中止することがあります。

障害者の方も種目によっては参

加可能です

13

天候により、内容を変更または

50

ス、ソフトバレーボールなど／

開会式終了後～午後 時 分
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