催し情報 楽しむ・学ぶ 情報ひろば
はないく

日帰り花育バスツアー
豊橋・田原の旬の味覚と花めぐり

芸術文化ふれあい体験事業 平山素子
ムーヴメントワークショップマスターコース

とき：9月3日㈯午後6時～9時（雨天順延

とき：9 月6日㈫午前 9 時～午後 3 時 30

とき：9月3日㈯午後6時～9時、9月4日㈰

4日㈰午後5時～8時） ところ：青少年セ

分 ところ：JA 愛知みなみマムポート

午後 2 時～ 6 時 ところ：こども未来館こ

ンター（牟呂町字東里） 内容：豊橋市青

センター（花き出荷場）
、サンテパルク

こにこ（松葉町三丁目） 対象：15歳以上

年団協議会による盆踊りと豊橋技術科学

たはら、あぐりパーク食彩村※バス使

でダンス歴 3 年以上の方 内容：ショー

大学吹奏楽部による演奏、露店、お菓

用

集合・解散：豊橋市役所またはサ

イング
（発表）
を目標に、コンテンポラリー

子まきなど 参加料：無料 その他：8月

ンテパルクたはら（田原市野田町芦ケ

ダンスの振り付けや創作を体験します

28日㈰午後7時から青少年センターで盆

池） 内容：JA 愛知みなみマムポートセ

講師：平山素子さん（コンテンポラリーダ

踊りの練習があります 申し込み：不要

ンター（花き出荷場）の見学、地産地消

ンサー） 定員：20 人（書類選考） 受講

問合先：青少年センター
（☎46・8925）

ランチバイキング、地元の花をつかっ

料：無料 申し込み：8月18日（必着）ま

たフラワーアレンジメント教室 定員：

でに申込書を豊橋文化振興財団（〒440-

30 人（抽選） 参加料：3,500 円（昼食代

0862 向山大池町 20-1 市民文化会館内

など） 申し込み：8月18日（必着）まで

☎ 61・6145

に住所、氏名、年齢、電話番号を豊橋

化課、豊橋文化振興財団、ホームページ

田原広域農業推進会議事務局（農政課
内〒440-8501 住所不要

63・2551）※申込書は文

（http://www.bunzai.or.jp）
で配布中

56・5130

info_nosei@city.toyohashi.lg.jp）

昨年の盆踊りのようす

問

いきいき住宅セミナー
災害に備える

合先：豊橋田原広域農業推進会議事
務局（農政課内☎ 51・2464

青年フェスティバル

http：//

とき：8 月 28 日㈰午後 1 時 30 分～ 3 時

www.toyohashi-tahara.jp/）

ところ：あいトピア
（前畑町） 内容：災害
が起きる前の準備や、災害が起きた時
の行動などについて学びます。リフォー
ム実例写真展示説明、福祉機器展示説
明もあります 講師：中部ガス㈱、NPO
法人東三河ハートネット 定員：30 人程

平山素子さん

実験ショー 科学マジック
フラワーアレンジメントの作品例

防火管理者
（甲種・乙種）
資格
取得講習会

度（申込順） 参加料：無料 申し込み：
8月1日～ 27日（月曜日を除く）午前 10

とき：8 月20日㈯～ 9 月4日㈰の土・日

時～午後 5 時に NPO 法人東三河ハート

曜日午前 11 時 50 分、午後 2 時 20 分（各

ネット（あいトピア内☎ 52・3072） 問

約 25 分） ところ：地下資源館（大岩町

合先：NPO 法人東三河ハートネット、障

字火打坂） 内容：身のまわりにある

害福祉課
（☎ 51・2699）

とき：甲 種 ／ 9 月 6 日㈫・7 日㈬（ 全 2

材料を使って、かんたんに楽しめるふ

回）
、乙種／ 9月6日㈫。いずれも午前

しぎな実験を紹介します

9 時 30 分～午後 4 時 10 分 ところ：ラ

料 申し込み：不要 問合先：地下資源

とき：9月4日㈰①音訳／午前10時～11

イフポートとよはし（神野ふ頭町） 対

館（☎ 41・2833）

時 30 分②要約筆記／午後 0 時 30 分～

参加料：無

夏のボランティアミニ体験会

象：東三河地域に在住・在勤の、防火

2 時③福祉レクリエーション／午後 2 時

管理者の選任を必要とする防火対象物

～ 3 時 30 分 ところ：あいトピア（前畑

の関係者で、管理的・監督的な地位

町） 内容：簡単な体験でボランティア

の方 定員：甲種／ 90 人、乙種／ 10 人

活動の概要を学びます。①～③の中か

（各申込順） 受講料：無料（テキスト

ら受講したいものを、いくつでも選択可

代など4,000 円必要） 申し込み：8 月

講師：音訳グループぴっちほか 定員：

22日～ 26日にテキスト代を消防本部予

各 30 人（申込順） 受講料：無料 申し

防課（☎ 51・3115）
、中消防署（☎ 52・
0119）
、南消防署（☎ 46・0119）

実験ショー 科学マジックのようす

込み：8 月27日までに豊橋市社会福祉
協議会（☎ 52・1111）

広報とよはし 平成 23 年 8月1日
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主な対象

女性

高齢者

障害者

52

市民福祉の日記念行事

51

いきいきフェスタ２０１１

10

問合先 豊橋市社会福祉協議会
（☎ ・１１１１）
、

21

福祉政策課
（☎ ・２３６３）
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月 日㈰午前 時～午後４時

コーナー／内容

と き

■その他のイベント ※天候により変更することがあります（一部有料）

ところ ライフポートとよはし（神野ふ頭町）

30

申し込み 不要

11

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。

育児

入場料 無料
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■豊橋市社会福祉大会

会場

午前 時～ 時 分 会場 コンサ

時

1

事業

とき

分～午後

30

ートホール 内容 豊橋市社会福祉活動顕

時

11

彰式、豊橋市社会福祉協議会会長表彰

午前

■記念講演

とき

コンサート ホール テーマ 震 災 の 思い

会場

を語る、 復興を語る、未来を語る 講師

長島忠美さん
（元山古志村村長）

分

30

■映画
「１０００年の山古志」
上映

3

時

■無料シャトルバス運行
豊橋信用金庫お客様相談所前（駅前
大通一丁目）／始発午前 8 時 30 分～
ライフポートとよはし／最終午後 4 時
30 分（20 分間隔）

30

分～

ポートインフォメーションセンター

1

時

神野東ふ頭

午後

ライフポート
とよはし

子ども

とき

至 豊橋市街

男性

コンサートホール

国道
バイ 23号
パス

神野大橋

ダイムラー・
クライスラ 日本

情 報 ピック アップ

ふ頭

どなたでも

会場

福祉のコーナー／手話・点字・要約筆記・ガイド
ヘルプ活動紹介コーナー、おもちゃ図書館、思い
労働会館・男女共同
出の手作り作品、健康・歯科相談、栄養と健康コ
参画センター
ーナー、書道・ポスターの展示、福祉情報コーナー、
喫茶コーナー
作ろう！あ・そ・ぼ！／クラフトやリサイクル材料
を使った工作などの手作りコーナー。
詳細は本紙 3 ページ参照

教育会館

プレイ＆スポーツゾーン／あそびの広場、車椅子体験
コーナー、ウォーク・イン・フェスタ

駐車場

ライブゾーン／和太鼓、かたりべ、コメディパフ
ォーマンス

中ホール

マーケットゾーン／大福祉市、模擬店、リサイク
たこ
ル図書販売、いきいき凧コーナー

エントランスポーチ

エフエム豊橋サテライトスタジオ

水上ステージ

イラストは障害者の自立支援を目的に、豊橋障害者（児）
団体連合協議会の協力を得て作成したものです

平成 23 年度 社会福祉活動顕彰
社会福祉活動に功績を収めた、11 個人と 16 団体の方々を、
「豊
橋市社会福祉大会」で顕彰し、地道な活動を続けるボランティ
アの存在をみなさんに知っていただき、その福祉の心をたた
えるものです（敬称略、50 音順）。
◎社会福祉大章（1 団体）
○愛知大学児童文化研究会
地域の児童の社会参加促進活動をされています。
◎社会福祉銀有功章（2 団体）
○しおりの会
点字図書館で点字図書の制作活動をされています。
○日本舞踊南條流
福祉施設への日本舞踊演舞慰問や日本舞踊の指導をされ
ています。

◎社会福祉銅有功章
（3 個人 7 団体）
○大石ヒデヨ
（中原町） ○山下春之
（下地町）
○渡辺光司
（飯村北）
○大河流寿見與会
○株式会社デンソー豊橋製作所
○豊橋歌謡連盟
○豊橋市民病院ボランティア ブルーバンブー
○豊橋市立北部中学校生徒会
○日本民踊研究会豊定会 春日教室
○レクリエーションリーダー連絡会
◎社会福祉実行章
（8 個人 6 団体）
○池本良子
（二川町）
○尾崎義孝
（豊川市）
○勝又快依
（富士見台）
○川村蓮加
（曙町）
○鈴木玲子
（吉川町）
○津野知子
（旭町）
○深川良博
（小松町）
○藤川睦代
（南大清水町）
○唄オー会
○かたつむりの会
○小松町見守り隊
○豊橋市立汐田小学校児童会
○東三河視覚障害者自立支援協会
「ビギン」
○わらの会
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