４月30日㈫開館！
問合先： 開館記念式典および記念公演について／文化課（☎ 51・2873）
チケットの販売について／豊橋文化振興財団（☎ 61・6145）
古屋
至名

開館記念式典および記念公演にご招待します！

駅前
駅前大通り
大通り

豊橋駅の南側に新しい劇場が開館します

新川交差点

豊橋駅

劇場です。施設概要については、ホームページ（http://www.toyohashi-at.

「プラット」
諏訪神社
松
至浜

jp）
でご覧いただけるほか、本紙 4月15日号で詳しくご案内する予定です。
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穂の国とよはし芸術劇場

差点
小交 ●松山小

●

田原街道

幹線
道新
東海

芸術文化の創造、発信および人々の交流の場となる、豊橋駅直結の新しい

線
道本
東海

穂の国とよはし芸術劇場「プラット」は、優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供や、

中柴町交差点

県道
３６
８号
線

■開館記念式典および記念公演

生橋
至柳渥美線
鉄道
豊橋

松山

とき：4 月30 日㈫午後 1 時 ところ：穂の国とよは
し芸術劇場「プラット」主ホール（西小田原町） 記
念式典：主催者あいさつなど 記念公演／出演：
さんばそう

ぼうしばり

三番叟、狂言「棒縛」／野村万作・野村萬斎・万
作の会、ジャズピアノコンサート／小曽根真
象：市内在住・在学・在勤の方

対

参加料：無料

定員：300 人程度（抽選。結果は、4月上旬に通知

野村万作

野村萬斎

小曽根真

します） 申し込み：2月28日（消印有効）までに返
信先明記の往復はがき（1 枚につき 1 人まで。複
数申し込み不可）で住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
電話番号、市外在住の方は勤務先または学校名
を文化課（〒440-8501 住所不要） その他：駐車場
はありませんので、公共交通機関をご利用ください

野村萬斎（三番叟）

■「プラット」オープニング事業
（上半期）
の主なもの
主ホール（約 780 席）

アートスペース
（最大 266 席）

5月

◦高座開き「立川志の輔 独演会」
グ ラ ン ド ス ラ ム
◦コンドルズ
「GRAND SLAM」
（構成・振付：近藤良平）
◦彩の国シェイクスピア･シリーズ「ヘンリー四世」
（演出：蜷川幸雄 出演：吉田鋼太郎・松坂桃李ほか）

6月

◦新 国立劇場制作「平山素子フランス印象派ダン
ス」
（演出・振付：平山素子）

7月

◦松竹大歌舞伎公演「市川亀治郎改め四代目市川猿
之助襲名披露」

9月

◦二兎社「兄帰る」
（作・演出：永井愛
吾・草刈民代ほか）

6月

◦穂の国とよはし芸術劇場 PLAT プロデュース「父
よ！」
（作・演出：田村孝裕 出演：平田満・ベン
ガル・井上加奈子ほか）

8月

◦あ いちトリエンナーレ 2013 事業 劇団ままごと
「新作公演」
（作・演出：柴幸男）

9月

◦ K AAT（神奈川芸術劇場）プロデュース 親と子の
ためのファミリー・ミュージカル「ピノキオ～ま
たは白雪姫」
（演出：宮本亜門）
◦平山素子ダンスワークショップ発表会

出演：鶴見辰

※ 5月分のチケットの販売については、本紙 2月15日号でお知らせします

広報とよはし 平成 25 年 2月1日
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催し情報 楽しむ・学ぶ 情報ひろば

はじめてのフラダンス

市民病院の施設見学・講演会

とき：2月21日～ 3月28日の木曜日（全

とき：2月26日㈫午後2時～4時 ところ：

6 回）午前 10 時 30 分～正午 ところ：さ

市民病院（青竹町字八間西） 内容：院

くらピア（東新町） 対象：市内在住の

内施設見学（手術センター、薬局などを

身体障害者・療育・精神障害者保健福

予定）
、市民病院の機能・役割に関す

祉手帳所持者（重度障害者は介護者同

る講演会 定員：20 人（申込順） 参加

伴）と家族 内容：フラダンスを基本か

料：無料 申し込み：2月18日（必着）ま

ら練習する初心者向けの講座です 講

でに返信先明記の往復はがきで参加者

師：原常子さん（アロハフラサークル代

全員の住所・氏名・年齢・電話番号を

表） 定員：20 人（申込順） 参加料：無

市民病院管理課（〒441-8570 住所不要

料 持ち物：汗拭きタオル その他：動

☎ 33・6276）

きやすい服装でお越しください

申し

53・3200）

きのこの菌打ちに挑戦しよう

豊橋市の「ほの国こどもパスポート事業」対象施設
総合動植物公園、市民プール、視聴覚教育
センター（プラネタリウム）、自然史博物館、
美術博物館、二川宿本陣資料館、青少年セ
ンター（体育館）、こども未来館（まち空間）
※詳細は各施設にお問い合わせください

市立豊橋高等学校社会人講座

込み：2月1日午前 9 時から、さくらピア
（東新町☎ 53・3153

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

とき：4月～来年 2月
（8月を除く）の第 2・

催し情報

4 土曜日午前10時～11時30分 ところ：
市立豊橋高等学校（東郷町） 対象：市

とき：3月10日㈰午前10時～午後2時
（小

内在住の方、同校 2 年生以上の在学生

雨決行） ところ：岩屋緑地内休憩所付

内容／定員（抽選）：①役立つパソコン

近（大岩町字火打坂） 対象：どなたでも

（初心者向け）／ 20 人②使える書道／

（小学生以下は保護者同伴） 内容：岩

20 人③話せるポルトガル語（初心者向

屋緑地に親しむ会と一緒に、しいたけ・

け）／ 20 人④楽しい茶道／ 10 人 受講

なめこの菌打ちを体験し、昼食時にき

料：各 3,000 円
（別途教材費必要） 申し

とき：2月24日㈰午前 11 時～正午（雨天

のこ汁を食べます 菌打ちの原木本数：

込み：2月15日（必着）までに返信先明

決行） ところ：向山梅林園（向山緑地

しいたけ／ 100 本、なめこ／ 20 本※無

記の往復はがき（1 枚 1 人 1 講座）で講

内） 内容：うめまつりの会場で、梅苗

くなり次第、受け付け終了。1 人 2 本ま

座番号、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、

木の植え方を実演をとおして学びます

で 参加料：800 円（菌打ちの原木代な

電話番号を市立豊橋高等学校（〒440-

講師：小柳津君夫さん（豊橋造園工事業

ど） 持ち物：昼食、おわん、はし、軍手

0068 東郷町 43-1 ☎ 62・0278）

協同組合員） 受講料：無料

楽しむ・学ぶ
みどりの講座
梅苗木の植えつけ方

持ち物：

申し込み：2月4日～ 22日に住所、氏名、

筆記用具 申し込み：不要 問合先：豊

電話番号を公園緑地課（☎ 51・2654

橋みどりの協会（☎ 41・7400）

koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp）

午前 11 時 50 分

赤鬼と天狗のからかい、
し て ん し でんがく
かぐら
司天師田楽、神楽など

午後 2 時

ごしんこう

御神幸

51

午後 5 時

赤鬼と天狗のからかい（昨年のようす）

5

52

天下の奇祭 鬼祭

子鬼の社参

・５２５７）、

午前 10 時・11 時 50 分、
午後 0 時 30 分

問合先 安久美神戸神明社（☎

厄除飴まき

・２４３０）

午前 10 時、午後 4 時

観光振興課（☎

青鬼出勤・岩戸舞

日程など 左表 ところ

いわとのまい

公

2 月 11 日㈷

午前 10 時、午後 3 時・4 時

厄除飴まき

安久美神戸神明 社（八町

やくよけあめ

2 月 10 日㈰

通 三 丁 目 ） その 他

時間

共交通機関をご利用くだ

行事

さい（市電「豊橋公園前」

とき

電停下車）

情 報 ピック アップ

■鬼祭 主な行事

