
14広報とよはし  平成 26 年 7月1日

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。詳しくはお問い合わせください。
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	わくわく体験クラブ
親子ポスター教室

とき：7月24日㈭・25日㈮（全2回）午前

10時～正午　ところ：青少年センター

対象：市内在住の小学生と保護者　内
容：ポスター作りのコツを学びながら制

作します　講師：元美術教諭　定員：15

組30人（抽選）　受講料：無料　持ち物：
画用紙2・3枚、絵の具セット一式また

はクレヨン、筆記用具　申し込み：7月

10日（消印有効）までに返信先明記の往

復はがき（1家族1枚のみ有効）に親子

ポスター教室参加希望と明記し、参加

者全員の住所・氏名・学年・電話番号

を青少年センター（〒441-8087牟呂町

字東里26☎46・8925）

	ジオツアー①
海から陸から 三河湾周遊ツアー

とき：7月30日㈬午前8時45分～午後

3時30分（荒天順延31日㈭）　ところ：
豊橋市・田原市　集合・解散：豊橋市

自然史博物館※バス・船使用　対象：
小学4年生以上　内容：海上と陸地か

ら豊橋平野や干潟の地形・地質、三河

湾に住む生き物などについて学びます　

講師：当館学芸員　定員：25人（抽選）　

参加料：100円　申し込み：7月17日（必

着）までに返信先明記の往復はがきで

行事名、参加者全員の住所・氏名・年齢・

電話番号を自然史博物館「ジオツアー

①」係（〒441-3147大岩町字大穴1-238

☎41・4747）

	糖尿病対策市民公開講座
とき：8月3日㈰午前10時～正午　とこ
ろ：保健所・保健センター（中野町字中

原「ほいっぷ」内）　内容：講演会「糖尿

病と腎臓病を防ぐ生活と食事」　講師：
安田宜成さん（名古屋大学大学院腎臓

内科准教授）　参加料：無料　申し込
み：不要　問い合わせ：豊橋市腎友会

藤井（☎090・8130・8895）、健康増進

課（☎39・9145）

	お化け浮世絵展
とき：7月19日㈯～8月31日㈰午前9時

30分～午後5時（入館は午後4時30分

まで。月曜休館）　内容：葛飾北斎「笑ひ

はんにゃ」をはじめ、江戸時代から明治

時代の幽霊や妖怪など「お化け」を画題

とした名品90点を紹介します　入館料：
一般400円、小・中・高校生100円

■記念講演会	
　奇想天外！江戸のおもしろ妖怪たち
とき：8月2日㈯午後2時　内容：画像を

まじえて、お化け浮世絵について楽し

く解説をします　講師：中右瑛さん（国

際浮世絵学会常任理事）　定員：50人

（申込順）　受講料：無料※入館料必要　

申し込み：7月8日午前9時30分から二

川宿本陣資料館（☎41・8580）

■ワークショップ
　豊橋妖怪エコバッグをつくろう
とき：8月9日㈯午後2時～4時30分　

対象：小学生以下と保護者　内容：エ

コバッグに「豊橋妖怪」を描きます　講
師：内浦有美さん（ばったり堂店主）　定
員：20人（申込順）　参加料：500円（材

料費。展示見学の場合、別途入館料必

要）　申し込み：7月8日午前9時30分

から二川宿本陣資料館（☎41・8580）

［共通事項］ところ：二川宿本陣資料館

（二川町字中町）　問い合わせ：二川宿

本陣資料館（☎41・8580）

	本陣体験講座　ゆかたを着よう
とき：7月26日㈯午後3時～4時30分　

ところ：二川宿本陣資料館（二川町字中

町）　対象：中学生以上の女性　内容：
ゆかたの着付けを体験します　講師：伊

藤わかよさん（東海着物カルチャー）　定
員：25人（申込順）　参加料：無料　その
他：当日は午後7時から会場周辺の旧東

海道沿いで「灯
とうろう

籠で飾ろう！二川宿」（本

紙7月15日号でお知らせします）も開

催　持ち物：ゆかた、半幅帯、タオル3枚、

肌着（タンクトップ可）、裾よけ、腰ひも

3本、だて締め、帯板、ゆかた用の履物　

申し込み：7月4日午前9時30分から二

川宿本陣資料館（☎41・8580）

	国際交流協会連携事業
「旅の絵本」の国からようこそ

とき：7月19日㈯午後2時～3時30分　

ところ：美術博物館（豊橋公園内）　内
容：安野光雅「旅の絵本」の世界展（詳

細は本紙6月15号19ページ参照）の開

催記念イベントとして、「旅の絵本」の舞

台となったアメリカ、スペイン、中国

の講師が、母国を語ります　定員：80人

（先着順）　参加料：無料　その他：こ

ども未来館連携事業「各国料理に挑戦　

キッチンでめぐる世界の旅」を開催しま

す（今号17ページ参照）　問い合わせ：
美術博物館（☎51・2882）

	わくわく体験クラブ
三世代造形創作教室

とき：8月2日㈯・3日㈰（全2回）午前10

時～午後3時※初日の午前参加は必須。

その後は随時参加も可　ところ：青少年

センター（牟呂町字東里）　対象：おお

むね3歳以上の子どもと祖父母・両親

（三世代での参加歓迎。子どものみの

参加不可）　内容：木材、竹ひご、和紙

を使って、1m四方の立体造形物を力を

合わせて制作します　講師：冨田弘さん

（豊橋市造形推進委員）　定員：15組

30人程度（申込順）　受講料：1人500

円　申し込み：7月4日から青少年セン

ター（☎46・8925）

	脳の若返り教室　　
とき／ところ：8月26日㈫／松葉校区市

民館（大橋通三丁目）、8月27日㈬／豊

城地区市民館（今橋町）。いずれも午前

10時～11時30分　対象：おおむね65

歳以上の方　内容：楽しみながら行う

認知症予防を紹介します　講師：保健

師など　定員：各50人程度　受講料：
無料　申し込み：各開催日の前日までに

地域包括支援センターふくろう（八町通

三丁目☎56・0018）　問い合わせ：地

域包括支援センターふくろう、長寿介

護課（☎51・2338）
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	アートマネージメント講座2014
とき／テーマ／講師：8月6日㈬午後1時

30分～4時／多文化共生における劇場

の可能性　可児市での事例をもとに／

田室寿見子さん（SinTitulo代表、プロ

デューサー）、8月7日㈭午前10時～午

後0時30分／劇場における広報・営業

の役割について／吉兼恵利さん（久留

米シティプラザ推進室）、8月8日㈮午前

10時～午後0時30分／劇場における

学芸・教育普及事業について世田谷パ

ブリックシアターの事例をもとに／田幡

裕亮さん（世田谷パブリックシアター学

芸担当）、8月8日㈮午後1時30分～4

時／演劇作品の創造プロセスについて　

てがみ座の上演映像記録をもとに／

長田育恵（劇作家）ほか　ところ：穂の国

とよはし芸術劇場「プラット」（西小田原

町）　対象：劇場・舞台芸術に興味があ

る方　定員：各20人（申込順）　受講料：
無料　申し込み：随時、プラットチケッ

トセンター（☎39・3090）　問い合わせ：
穂の国とよはし芸術劇場（☎39・8810）

	アクアリーナ豊橋　短期水泳教室
ところ：アクアリーナ豊橋（神野新田町字メノ割）　持ち物：水着、タオル、水泳帽、ゴーグル　申し込み：7月1日からアクアリー

ナ豊橋（☎31・4781）
■アクアリーナ豊橋　短期水泳教室　※教室時間は各50分

クラス名 とき 開始時間 対象 内容
定員

（申込順）

受講料
（別途施設利用料

必要）

めだか
（各全3回） 8月2日㈯～4日㈪

午前10時

年少～年長児

水慣れ

各12人 各1,500円午前11時 浮き

正午 バタ足

あゆ
（各全4回） 8月10日㈰～13日㈬

午前9時30分

小学1～3年生

水慣れ
各15人

各2,000円
午前10時30分 浮き

午前11時30分 バタ足
各12人

午後0時30分 クロール

いるか
（各全3回） 8月10日㈰～12日㈫

午後2時30分

小学4～6年生
クロール 各15人

各1,500円午後3時30分

午後4時30分 4種の中から1種選択 12人

めだか
（各全4回） 8月16日㈯～19日㈫

午前9時30分

年少～年長児

水慣れ

各12人 各2,000円午前10時30分 浮き

午前11時30分 バタ足

	ワークショップ
ファシリテーター養成講座　

とき：7月17日㈭・26日㈯・27日㈰、8月

9日㈯・10日㈰・31日㈰（全6回）午後

1 時 ～ 5 時（7 月 17 日 は 午 後 6 時

～10時）　ところ：穂の国とよはし

芸術劇場「プラット」　対象：上記日

程 に お お む ね 参 加できる18歳 以

上※演劇経験不問　内容：教育現

場、福祉施設、病院など、さまざま

な場面で活用されているワークショッ

プへの興味や関心を深めます。「演劇

とは？」「ワークショップってなに？」とい

った基礎知識を学び、実際に受講者

自身がワークショップを体験する講座

です　講師：すずきこーた（演劇デザイ

ンギルド）ほか　定員：20人程度（申込

順）　参加料：2,000円　その他：研修

内容や日程など詳しくはお問い合わせ

ください　申し込み：7月14日までに申

込書を穂の国とよはし芸術劇場（〒440-

0887西 小 田 原 町123☎ 39・8810

55・8192）※申込書は市役所文化課（西

館3階）、穂の国とよはし芸術劇場、市

民文化会館、ホームページ（http://

toyohashi-at.jp/）で配布

	とよはし歴史探訪
勾
まがたま

玉を作ろう

とき：7月28日㈪～8月3日㈰の午前

9時30分、午後1時30分（各150分）　

ところ：文化財センター　対象：小学4

年生以上（小学生は保護者同伴）　内
容：勾玉の歴史を学びながら、寿

じゅさんせき

山石

や高
こう

ろう石を使って自分だけの勾玉を

作ります　講師：当館学芸員　定員：各

30人（抽選）　参加料：無料（材料費な

ど1人500円必要）　申し込み：7月16日

（必着）までに返信先明記の往復はがき

（1枚4人まで）で講座名、希望日時（第

2希望まで）、参加者全員の住所・氏名・

年齢・電話番号を文化財センター（〒

440-0897松葉町三丁目1☎56・6060）

勾玉を作るようす


