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	絵葉書のなかの豊橋Ⅱ
とき：7月21日㈯～ 9月2日㈰午前 9 時

30 分～午後 5 時（月曜日休館※ 8月13

日は開館）　ところ：二川宿本陣資料館

（二川町字中町）　内容：平成 18 年度

に開催した「絵葉書のなかの豊橋」展に

続いて、新たに所蔵・発見した絵葉書

を中心に紹介します　入館料：一般400

円、小・中・高校生 100 円　問合先：
二川宿本陣資料館（☎41・8580）

	夏休み子どもフェスティバル
とき／ところ：7月21日㈯／中央図書館

（羽根井町）、7月29日㈰／市民文化

会館（向山大池町）。いずれも午後 2

時～３時　対象：幼児、小学生と保護

者　内容：ボランティアによる絵本、大

型紙芝居、エプロンシアター、パネル

シアターなどを使った楽しいおはなし

会　参加料：無料　申し込み：不要　問
合先：中央図書館（☎31・3131）

	家具等再生品展示・販売会
展示期間：7月27日㈮～29日㈰午前10

時～午後6時　ところ：ほの国百貨店（駅

前大通二丁目）　内容：再生品の家具を

最も高い金額で申し込んだ方に販売し

ます。小型・中型家具の即売もありま

す　その他：家具の運搬は、後日、当

選者本人でお願いします。詳細は決ま

り次 第、 ホームページ（http://www.

city.toyohashi.aichi.jp/bu_kankyo/

gyoumu/rycicle.html）などでお知らせ

します　申し込み：展示期間内に申込

書を、ほの国百貨店内家具等再生品展

示・販売会受付※申込書は家具等再生

品展示・販売会受付で配布　問合先：
業務課（☎61・4136）

	7月14日㈯からシーパレス日港福
レジャープールを開場します

とき：7月14日㈯～9月2日㈰午前9時～ 

午後6時（初日は午前11時～午後5時）

※天候などにより開場時間を短縮・休

場する場合あり　ところ：シーパレス日

港福レジャープール（神野新田町字ミノ

割）　入場料：大人800円、中学生以下

400円※初日は無料。10％割引前売り券

（ローソン、セブンイレブン、サークル

Ｋサンクス、ファミリーマートで販売）あ

り　交通機関：豊鉄バス「総合スポーツ

公園行き」豊橋駅前7番乗り場（期間中

の土・日曜日、祝日ほか臨時バス運行

予定）※「シーパレスレインボープール」

利用券付き往復割引乗車セット券（2割

引）あり　その他：期間中、ビンゴ大会（7

月30日㈪）を始め、クイズラリー（8月

3日㈮）など賞品がもらえる各種イベン

トを開催します※入場料のみで参加可。

人数制限あり　問合先：日港福プール管

理事務所（☎32・9093）、市役所スポー

ツ課（☎51・2866）

	豊橋文学めぐり　連続民話講座
ふるさとの歴史と伝承

とき：7 月24日㈫午前 10 時 30 分～ 11

時 30 分　ところ：中央図書館（羽根井

町）　内容：ふるさとの歴史と伝承を講

師の説明を聞きながら学ぶ、大人向け

の講座です　講師：中島三郎さん（郷土

史家）　定員：30 人（申込順）　受講料：
無料　その他：同日午後2時～3時に子

ども向けの民話の語りも開催（申し込み

不要）　持ち物：筆記用具　申し込み：7

月5日から中央図書館（☎31・3131）

催し情報　楽しむ・学ぶ　情報ひろば

ウォータースライダー

	手話体験講習会　手話ってなあに？
とき：7月29日㈰午後 1 時～ 4 時　とこ
ろ：あいトピア（前畑町）　内容：あいさ

つや自己紹介など基本的な手話表現や、

聴覚障害者の日常生活などについて学

びます　定員：50人（申込順）　受講料：
500 円（未就学児は無料）　申し込み：
7月20日までに豊橋市社会福祉協議会

（☎52・1111）

	豊橋産米粉スイーツ教室
とき：8 月3 日㈮午前 9 時 30 分～正午　

ところ：豊橋調理製菓専門学校（八町通

一丁目）　内容：豊橋産の米粉を使い、

パウンドケーキを作ります　定員：24人

（抽選）　参加料：700 円程度（材料費）　

申し込み：7月18日（必着）までに返信

先明記の往復はがき、またはＥメール

（受信拒否などの設定を解除のこと）で

講座名、参加者全員の住所・氏名・年

齢・電話番号を農政課（〒440-8501住

所不要☎ 51・2464  info_nosei@city.

toyohashi.lg.jp）

	豊橋・田原	産直・農業体験
スタンプラリー

とき：7 月 14 日㈯ ～ 10 月 28 日㈰　内
容：あぐりパーク食彩村、サンテパルク

たはら、JA豊橋・JA愛知みなみの販売

店などにあるスタンプを集めて応募す

ると、抽選で賞品が当たります　参加
料：無料　賞品：地元産農産物、商品

券、ペア食事券など　応募方法：11月

1日（必着）までに3つのスタンプを集め

た応募用紙を豊橋田原広域農業推進

会議事務局（農政課内〒440-8501住所

不要）※応募用紙は豊橋・田原市役所

のほか、各ラリースポット（あぐりパー

ク食彩村、サンテパルクたはら、JA 豊

橋・JA愛知みなみの販売店など）で配布　

問合先：農政課（☎51・2464）

米粉スイーツ

再生品家具
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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
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。

	自然体験プログラム☆遊びイベント21
焼き杉壁飾り＆炊き込みごはんづくり

とき：9月1日㈯午前9時30分～午後2時

30分　ところ：少年自然の家（伊古部町

字下リ）　対象：5歳児～中学生と保護者　

内容：いろいろな形に切りとった杉の板に

ガスバーナーで焦げ目をつけ、ヤスリで

磨いて壁飾りをつくります。昼食は飯
はんごう

盒

炊さんで炊き込みごはんをつくります　

定員：30人（抽選）　参加料：焼き杉壁飾

り材料費1枚300円、食材費1人300円　

持ち物：帽子、軍手、タオル　申し込み：
7月1日～15日午前8時30分～午後5時

15分に少年自然の家（☎21・2301）

	親子ものづくり体験教室
木製いす作り

とき：7月28日㈯・29日㈰午前9時～正午　

ところ：職業訓練センター（前田南町二

丁目）　対象：小学生と市内在住・在勤

の保護者　内容：かなづちなどの道具

の使い方を学びながら、木製のいすを

作ります　定員：各 25 組 50 人（抽選）　

参加料：各1組1,000円　申し込み：7月

20日までに希望日、住所、参加者全員

の氏名、電話番号、子どもの学年を商

工業振興課（☎51・2437  shokogyo@

city.toyohashi.lg.jp）

	勤労青少年のつどい
ボウリング大会

とき：7月22日㈰午後2時～4時　ところ：
エックスボウル豊橋（藤沢町）　対象：
市内在住・在勤の勤労青少年　内容：
2ゲーム（女性ハンディあり）。賞品あり　

定員：50 人（申込順）　参加料：700 円　

申し込み：7月13日までに住所、氏名、

年齢、電話番号、勤務先を勤労青少年

ホーム（☎33・0555  kinroseisyonen-

home@city.toyohashi.lg.jp）、 商 工 業

振興課（☎51・2437  shokogyo@city.

toyohashi.lg.jp）

■7月前半のイベント　参加料：無料　申し込み：不要
太極拳で心も体もゆったりしよう
とき：7月8日㈰午後 1 時～ 1 時 30 分　ところ：スタジオA
身近な生き物の世界
とき：7月13日㈮～ 22日㈰午前 9 時 30 分～午後 6 時　ところ：企画展示室　内容：とんぼやちょうなど、身近な生き物の標
本展示やクワガタの観察コーナーなど。最終日の午前 10 時～正午に「自由研究相談会」を開催
開館4周年記念　写真でモザイクアート撮影会
とき：7月14日㈯～ 16日㈷・21日㈯午前 10 時（午前 9 時 30 分より受け付け開始）　ところ：ここにこ広場
■各種プログラム
申し込み： 7月5日（必着）までに返信先明記の往復はがきで①番号・講座名（1 通に1 つ）②とき③参加者全員の氏名・学年

（年齢）④代表者の氏名・電話番号を、こども未来館（〒440-0897 松葉町三丁目1）。またはホームページ（パソコン、携
帯電話）内体験プログラム募集フォームより必要事項を入力

問合先：	こども未来館（☎21・5525

 http://www.coconico.jp/）

番号 講座名 とき 参加料 対象／定員（抽選） 協力※敬称略
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験
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3 シートで遊ぼう！
「くっつく」と「光」の実験工作

8 月 4 日㈯
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分 無料 小学生／ 30 人 日東電工㈱、豊橋

少年少女発明クラブ

4 陶芸家に挑戦！
自分だけのお皿をつくろう

8 月 5 日㈰
午前 10 時～正午 700 円 小学生／ 18 人 荒川陶芸教室

5 和菓子職人になろう！
レモンまんじゅう

8 月 18 日㈯
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分 300 円 小 学 4 年 ～ 中

学生／ 25 人 お亀堂

6 ここにこ忍者大作戦
忍術修行と水鉄砲であふれる笑顔

8 月 18 日㈯
午後 1 時～ 3 時 無料 小学生／ 40 人 中嶋孝（ここにこ体

験講師）

携帯電話用
ホームページ
QRコード

休館日：水曜日※変更の場合あり

番号1 1日デパート店員　ほの国百貨店を隅々まで体験

番号2 地元ご当地グルメを作ろう！　第2弾　豊橋カレーうどん

1日目は質の高い接客や包装などデパート店員ならではの仕事を習得。2日目は接客などの実践。通常体験できないバック
ヤードの見学や、社員食堂でのランチ体験も行います。
とき：8月18日㈯午後1時30分～3時、8月19日㈰午前9時40分～午後1時（全2回）　対象：小学3～6年生　定員：10人（抽
選）　参加料：無料

とき：8月20日㈪午前 10 時～正午　対象：小・中学生　定員：20 人（抽選）　参加料：500円（材料費）　協力：玉川うどん広小路本店


