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催し情報　楽しむ・学ぶ　情報ひろば

	小学4年生　星空学習会
とき：9月29日㈯・30日㈰午前 9 時 30

分～ 10 時 30 分　ところ：視聴覚教育セ

ンター（大岩町字火打坂）　対象：小学

4 年生（保護者同伴可）　内容：世界の

人々の月面模様の見方と、月は毎日形

が変わって見えることを知り、継続観

察の大切さを学びます　定員：各100人

（申込順）　参加料：無料　申し込み：9

月8日午前9時から視聴覚教育センター

（☎41・3330）

	ユースアドバイザー養成講習会
とき：9月4日㈫午後 1 時 30 分　ところ：
市役所東85・86会議室（東館8階）　対
象：子ども・若者への支援に関心のあ

る方　内容：「薬物汚染の現状について　

脱法ドラッグのまん延」をテーマとした

講習会　講師：松浦良昭さん（NPO 法

人三河ダルク代表）　参加料：無料　申
し込み：不要　問合先：生涯学習課（☎

51・2855）

	さくらピア避難所体験
とき：9月29日㈯午後1時30分～30日㈰

午前10時30分（1泊2日）　ところ：さくら

ピア（東新町）、桜ヶ丘公園（東田町字西

前山）　対象：市内在住の身体障害者・

療育・精神障害者保健福祉手帳所持者

と家族・友人、ボランティア、防災に

興味のある方　内容：①防災交流会（自

衛隊講演「災害救助最前線」、カレー 

ライス炊き出し体験、一緒に学ぼう防災

クイズ）②夜の防災訓練（防災講話、避

難訓練、消火訓練）③宿泊体験、非常

食試食④まとめと講評　定員：200人（申

込順）　参加料：無料　持ち物：室内用

シューズまたはスリッパ※宿泊体験の参

加者は寝袋など　その他：一部のみの

参加可。参加者には、さくらピアハ−ト 

リュックを贈呈　申し込み：9月1日午前

9時から希望番号を、さくらピア（☎53・

3153 53・3200）

	豊橋技術科学大学　東三河IT食農先導士
養成拠点の形成	公開シンポジウム

とき：9月29日㈯午後1時～4時40分　とこ
ろ：新城文化会館（新城市字下川）　テー	
マ：植 物 工 場と農 商 工 連 携、6 次 産 業

化　講師：三枝正彦さん（豊橋技術科学

大学特任教授）ほか　定員：400人（申込

順）　参加料：無料　申し込み：9月1日か

ら住所、氏名（フリガナ）、職業、連絡先

（電話番号、メールアドレスなど）を豊

橋技術科学大学 先端農業・バイオリサー 

チセンター（☎ 44・6655 81・5108  

sendoshi@recab.tut.ac.jp http://www.

recab.tut.ac.jp）　問合先：豊橋技術科学

大学 先端農業・バイオリサーチセンター、

市役所農政課（☎51・2464）

	実験ショー　音のふしぎ
とき：9月9日～ 10月28日の日曜日、祝

日午前11時50分、午後1時50分（各約

20分）　ところ：地下資源館（大岩町字火

打坂）　内容：音のひみつを実験とクイズ

で紹介します　参加料：無料　申し込み：
不要　問合先：地下資源館（☎41・2833）

	生活・介護支援サポーター養成講座
とき：9月25日、10月2日・9日・16日・

30日の火曜日おおむね午前9時～正午、

10月17日～29日で実習1日あり（全6回）　

ところ：牛川校区市民館（牛川町字中郷）

ほか　対象：介護保険、高齢者の福

祉、地域の高齢者への支援活動などに

関心がある方で、講座の全日程に参加

可能な方　内容：介護保険制度、認知

症、高齢者との関わり方などを学びま

す　定員：20 人（申込順）　受講料：無

料　その他：受講修了者は、地域の高

齢者の見守りや傾
けいちょう

聴などを行うサポー

ターとして、任意で市に登録できます。

全日程参加者に受講修了証を発行。詳

しくはホームページ（http://www.city.

toyohashi.aichi.jp/bu_fukushi/choju/

sapporterkatudou.html）参照　申し込
み：9月20日までに、さわらび地域包

括支援センター（☎54・3521）

	アカウミガメの来る表浜海岸の
自然観察会

とき：10 月13日㈯午前 9 時～ 10 時 30

分　ところ：表浜海岸　対象：小学生以

上（中学生以下は保護者同伴）　内容：
ふ化後の産卵巣から卵の殻を取り出し、

海に戻った子ガメの数を調べます。ま

た、地形や植物など海岸の自然環境を

学びます　定員：50 人（申込順）　参加
料：無料　持ち物：タオル、帽子、飲み

物、筆記用具　申し込み：9月28日まで

に代表者の郵便番号・住所・氏名・電

話番号、参加者全員の氏名・年齢を環

境保全課（〒440-8501住所不要☎51・

2385 56・5577  kankyohozen@city.

toyohashi.lg.jp）

	いきいき住宅セミナー
土地選びから資金計画

とき：10月7日㈰午後 1 時 30 分～ 3 時　

ところ：あいトピア（前畑町）　内容：今年

度4回開催するセミナーです。第1回は

家づくりを考えている方へ家づくりの基

礎知識についてアドバイスします。住宅

無料相談会もあり　講師：青山泰三さん

（NPO法人東三河ハートネット）　定員：
30人程度（申込順）　参加料：無料　申
し込み：9月1日～ 10月6日（月曜日を除

く）午前10時～午後5時にNPO法人東

三河ハートネット（あいトピア内☎52・

3072）　問合先：NPO 法人東三河ハート

ネット、障害福祉課（☎51・2345）

	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：9月30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：平安時代の書家「橘
たちばなのはやなり

逸勢」につい

て講師の解説を聞きながら学ぶ、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　持ち物：筆記用具　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）　申し込み：9月

6日から中央図書館（☎31・3131）
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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。

■9月のイベント
太極拳で心も体もゆったりしよう
とき：9月9日㈰・23日㈰午後 1 時～ 1 時 30 分　ところ：スタジオA　参加料：無料
ココエコ×プチサバイバル　環境をみなおそう！
とき：9月15日㈯～ 17日㈷午前 10 時～午後 4 時
＜エコキャップ	キャンペーン＞
とき：9月16日㈰・17日㈷午後 2 時　内容：ペットボトルキャップ 30 個とジュース1 本を交換します（1 家族 3 本まで。各先
着順で 300 本）　参加料：無料
＜水・電気・ガスがとまっても、おいしいごはん！	ワークショップ＞
とき：9月17日㈷午前 10 時～ 11 時 15 分、午前 11 時 30 分～午後 0 時 45 分　対象：5 歳以上　定員：各 30 人（申込順）　参
加料：100円（材料費）　申し込み：9月4日から、こども未来館（☎ 21・5527）
■こども未来館ボランティア募集
子どもたちの健やかな成長のため、さまざまな分野で活動していただくボランティアを募集します。
活動内容：子どもたちの遊び相手・見守りなど体験のサポート、キッチンでの調理体験のサポート、イベントサポーター、
おもちゃ修理、子育てプラザやここにこサークルでのボランティア　申込先：こども未来館（☎21・5525）
ボランティア養成講座を開催します
とき：9月20日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分　内容：こども未来館の概要・活動内容の説明　受講料：無料　申込先：こども未
来館（☎ 21・5525）
子育てサポーター養成講座
子育てプラザや、ここにこサークルでボランティア活動を希望する方のための講座を開催します。
とき：10月1日㈪・4日㈭・11日㈭・19日㈮、11月20日㈫、12月10日㈪、来年1月25日㈮、2月8日㈮（全8回）午前10時
～11時30分（10月4日・11日、1月25日は午後1時30分～3時）　受講料：無料　申込先：子育てプラザ（こども未来館ここ
にこ内☎21・5528）
■体験プログラム
下記プログラムのほか、土・日曜日を中心にパティシエなどプロから仕事について教えてもらう「しごと体験プログラム」
などを開催しています。詳しいプログラムは、ホームページをご覧ください。
申し込み：9月20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/）
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　トヨタ自動車のワクワククルマづくり体験
とき：10月6日㈯午後1時～3時　対象：小学生　定員：25人（抽選）　参加料：無料　協力：トヨタ自動車㈱田原工場
番号11　ふたごちゃん講座　親子で楽しむ素話とわらべうた
とき：10月5日㈮午前10時30分～11時30分　対象：3歳児以下の多胎児と保護者　定員：12組（抽選）　参加料：無料　
協力：林吉子さん（おはなしろうそくの会）

主な体験プログラム※その他プログラムについてはホームページ参照

	市民スポーツ祭

大会名 とき ところ 対象／部門／参加料 申込期限

ラグビーフットボー
ル大会

10 月 14 日㈰
午前 9 時

市民球技場
（岩田運動公園内）

小学生以上／ 15 人制・7 人制ラグビー、タッチフット
ラグビー／無料 9 月 30 日

卓球大会 10 月 21 日㈰
午前 9 時

前田南地区体育館
（前田南町二丁目） 市内在住の社会人（1 チーム 2 人）／ 1 チーム 1,000 円 9 月 30 日

サッカー大会
（5人制ミニゲーム）

10 月 21 日㈰
午前 9 時

市民球技場
（岩田運動公園内）

小学生以上／小学生の部 12 チーム、中学生の部 8 チー 
ム、高校・一般の部 24 チーム／ 1 チーム 1,000 円 10 月 6 日

馬術大会 11 月 3 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 1 日

申し込み：各申込期限までに申込用紙、参加料（おつりのないように用意してください）を豊橋市体育協

会（岩田運動公園内☎63・3031）。ラグビーフットボール大会は申込用紙配布先でも可。※申込用紙

は各地区体育館、各体育施設、豊橋市体育協会（岩田運動公園内）で配布


