主な対象

どなたでも

女性

男性

アイプラザ豊橋 各種コンサート

子ども

高齢者

障害者

事業

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。

育児

実技救命講習

普通救命講習
30 分 ところ：中 消 防 署（東 松 山 町）

とき：8月16日㈯午後5時開演
（開場は午

生以上で応急手当 WEB 講習受講後 1 か

対象：中学生以上

後 4 時 30 分） 内容：ドラムのみでリズ

月以内の方 内容：WEB講習で応急手当

どに居合わせた時、適切な応急手当が

ムやメロディー、ハーモニーなどを同時

の基礎知識を学んだ方に、心肺蘇生法、

できるように知識、技能を身に付けま

演奏する、世界が認める究極のパフォー

AEDの使用方法などの実技を身に付けて

す

マンスをお届けします 入場料（前売り

いただきます 定員：30人（申込順） 受

料 その他：修了者には修了証を交付。

券）
：一般 4,000 円、高校生以下 2,000

講料：無料 その他：WEB 講習受講証明

受講後 2 年を経過する方も、救命技能

円※高校生以下は当日身分証明書の提

書を印刷して持参してください。受講者

の維持向上のため再度受講してくださ

示が必要。未就学児入場不可 チケッ

には普通救命講習 I の修了証を交付。駐

い。駐車場は中消防署の東側訓練場を

トの販売：アイプラザ豊橋総合案内、シ

車場は中消防署の東側訓練場をご利用く

ご利用ください 申し込み：7月15日か

ライミュージック（☎ 46・4654）
、チケ

ださい 申し込み：7月15日から中消防

ら中消防署（☎ 52・0119）

ットぴあ（☎0570・02・9999［Pコード：

署（☎52・0119）※WEB講習については

230-924］
）
、ローソンチケット
（☎0570・

ホームページ（http://bls-e-learning.city.

084・004
［Lコード：47919］
、イープラス

toyohashi.lg.jp/e-learning/）または消防

（http://eplus.jp※パソコン・携帯共通）

定員：30 人（申込順） 受講料：無

防火管理者
（甲種・乙種）
資格取得講習会
とき：甲種／8月12日㈫午前9時30分～

救急課
（☎51・3101）

午後 3 時 50 分・13日㈬午前 9 時 30 分〜

とき：8 月 24 日㈰ 午 後 5 時 開 演（ 開 場

いきいきフェスタ2014
親子ふれあい教室 作ろう！あ・そ・ぼ！

日㈫午前 9 時 30 分～午後 4 時 15 分 と

は午後 4 時 30 分） 内容：デビュー 15

とき：8月24日㈰午前の部／午前10時～

ころ：ライフポートとよはし中ホール（神

周年を迎えた記念コンサートツアーで

正午、午後の部／午後 1 時～ 3 時 とこ

野ふ頭町） 対象：東三河地域に在住・

す

ろ：教育会館（神野ふ頭町ライフポート

在勤の、防火管理者の選任を必要と

チケットの

とよはし内） 対象：小学3年生以下と保

する防火対象物の関係者で、管理的・

販売：アイプラザ豊橋総合案内（☎ 46・

護者 コース／内容／講師：①ストロー

監督的な地位の方

7181）
、ほの国百貨店 6Fプレイガイド

おじさんの工作教室／立体動物切り絵

人、乙種／ 10 人（各申込順） 受講料：

（☎ 0532・53・5064）
、チケットぴあ
（☎

など、紙を使って工作します／水谷十

無料（テキスト代など4,000円必要） 申

0570・02・9999［Pコード：234-313］
）
、

三朗さん（ストローおじさん）②クラフト

し込み：7 月22 日～ 24 日にテキスト代

ローソンチケット
（☎ 0570・084・004［Ｌ

あそび！／遊べる折り紙や動くおもちゃ

を消防本部予防課（市役所西館 5 階☎

コード48556］
）
、イープラス

など、色々な工作を楽しみます／福祉

51・3115）
、中消防署（東松山町☎ 52・

［共通事項］ところ：アイプラザ豊橋（草間

レクリエーション「つくし」③だれでも作

0119）
、南消防署（曙町字南松原☎ 46・

町字東山） その他：詳細はホームページ

れます！かわいい人形／おりがみを使っ

0119）

2014-2015“ 虹 ”

円※ 3 歳未満は入場不可

ぼうし 定員：各 25 組（申込順） 受講
料：無料 申し込み：8月19日までに豊

とき：8月9日㈯・17日㈰午前9時30分～

橋市社会福祉協議会
（☎ 52・1111）

11 時 ところ：幸公園内長三池北側の

夏休み自由研究相談

夏川りみ

ナガバノイシモチソウ観察会

自生地（佐藤町字池下）※現地集合 内
容：全国的に分布地が少なく、絶滅が

とき：7月24日㈭・27日㈰午前 10 時～

心配される食虫植物で市指定天然記

正午 ところ：視聴覚教育センター（大

念物のナガバノイシモチソウを観察し

岩町字火打坂） 対象：小・中学生（保

ます。自生 地 には 観 察 会 の 2 日間し

護者同伴可） 内容：当館職員などが、

か入れません 講師：豊橋湿原保護の

天文・電気・実験・工作などに関する

会

研究の相談に応じます

無料

参加料：無料

定員：各 60 人（申込順） 参加料：
持ち物：帽子、飲み物、筆記用

申し込み：不要 問い合わせ：地下資源

具 申し込み：7月15日から文化財セン

館（☎ 41・2833）

ター
（☎ 56・6060）

広報とよはし 平成 26 年 7月15日 24

情報あれこれ

い合わせ：アイプラザ豊橋
（☎46・7181）

集

て人形を作ります／レディースレクわた

定員：甲種／ 120

募

問

（http://aiplaza-toyohashi.jp/）参 照

午後 2 時 50 分（全 2 回）
、乙種／ 8月12

談

入 場 料：S 席 5,500 円、A 席 4,500

相

■夏川りみ 15 周年記念コンサート

内容：事故現場な

援

ところ：中消防署（東松山町） 対象：中学

ワンマンオーケストラコンサート

支

とき：8 月 16 日㈯午後 1 時 30 分～ 4 時

楽しむ・学ぶ

とき：8月24日㈰午前9時30分～11時30分

■日本のトップドラマー神保彰

募集

子育て家庭優待カード（はぐみんカード）
をお持ちですか

「標語」
  
で進めよう
男女共同参画社会

楽しむ・学ぶ
支
援
相

18歳まで
（18歳になった年の3月31日ま

とき：8 月3 日㈰午前 7 時（雨天順延 10

でを含む）の子どものいる家庭と妊娠中

日㈰） ところ：岩田運動公園、武道館、

応募資格：東三河地域に在住・在学・在

の方に、子育て家庭優待カード（はぐみ

高師緑地、グリーンスポーツセンター、

勤の方 作品：自作・未発表の男女共同

んカード）を配布しています。このカー

総合体育館、ほいっぷ

参画をテーマにした標語 賞：最優秀作

ドを東海 3 県の協賛店舗で提示すると、

住の方 参加料：無料 申し込み：不要

品1点／図書カード10,000円分、優秀作

各店舗が独自に設けるさまざまな特典

問い合わせ：豊橋市体育協会（☎ 63・

品 3 点／図書カード3,000 円分、入選作

やサービスを受けられます。岐阜・三

3031）

品 5 点／図書カード500 円分 発表：愛

重県の協賛店舗などでも使用可能です。

知県男女共同参画月間（10月）に作品を

配布方法：妊娠中の方には母子手帳交

市役所市民ギャラリー（東館1階）に展示

付時に配布。その他の方は子どもの生

発達障害理解講座
発達障害における二次障害予防について

その他：何作品でも応募可能ですが、入

年月日が証明できるものを持参して市

とき：8 月26 日㈫午前 10 時～正午 と

賞は1人1作品です。作品は返却しません。

役所子育て支援課（東館 2 階）
、各窓口

ころ：こども未来館ここにこ（松葉町三丁

作品は男女共同参画啓発事業に使用する

センター

目） 対象：発達障害のある子ども（小・

ことがあります 応募方法：9月1日
（必着）

■はぐみん優待ショップステッカー

中・高校生）の保護者、関係者 内容：

までに住所、氏名（ふりがな）
、年齢、性別、

協賛店舗には「はぐみん優待ショップス

発達障害に関する基礎知識と子どもへ

電話番号を市役所市民協働推進課（西館

テッカー」が掲示されています。最新

の対応の方法を学びます 講師：河辺

情報はホームページ（http://www.city.

義和さん（蒲郡市民病院院長） 定員：

shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp）※下

toyohashi.lg.jp/5164.htm）
、携帯電話

30 人（抽選） 参加料：無料

記 QRコードからも応募できます 問い

用サイト（カード裏面に QRコードあり）

み：7月22日～ 8月12日（必着）に返信

合わせ：市民協働推進課（☎51・2188）

をご覧ください。

用封筒（返信先明記の上、82 円切手を

■協賛店舗募集

貼付）と参加申込書を（公財）愛知県教

子育て家庭を応援し、サービスを提供

育・スポーツ振興財団 教育振興課面接

していただける協賛店舗を募集してい

相談担当（〒460-0007 名古屋市中区新

ます。詳しくはお問い合わせください。

栄 1-49-10 愛知県教育会館 2 階☎ 052・

■毎月19日は
「はぐみんデー」

242・1588）※参加申込書はホームペー

愛知県では毎月19日を子育て応援の日

ジ（http://aichi-kyo-spo.sakura.ne.jp/）

4 階〒440-8501 住所不要

56・5128

談
募
集

応募用 QRコード

認知症座談会

情報あれこれ

とき：8 月 27 日㈬午後 1 時～ 3 時 30 分

「はぐみんデー」としています。この日
をきっかけに、家庭、職場、地域で子
育てについて考えていきましょう。

ところ：つつじが丘地域福祉センター（佐

［共通事項］問い合わせ：子育て支援課

藤五丁目） 対象：認知症の方の介護者

（☎ 51・2325）

（初参加の方のみ） 内容：認知症の方

対象：市内在

申し込

で配布

暮らし情報
支援

話し合い、講師からアドバイスを受け

発達障害児・者の保護者などへ向けた
相談支援事業
「おしゃべりの会」

ます 講師：伊苅弘之さん（福祉村病院

とき：7月27日㈰午後1時～3時 ところ：

副院長） 定員：10 人（申込順） 受講

発達障害者地域自立支援の会グロー

補助対象：市内にある建築物について、

料：無料 申し込み：8月20日までに住

アップ事務所（三ノ輪町字本興寺） 対

吹付け建材にかかるアスベストの含有

所、氏名、電話番号を豊橋市東部地域

象：発達障害児・者の保護者および発

の有無を所定の方法で調査する費用

包括支援センター
（☎ 64・6666）

達障害の支援に関心のある方

補助金額：対象経費の額（上限 25 万円）

の家族同士で介護の悩みなどについて

内容：

吹付けアスベストの分析調査の
費用を一部補助します

発達障害児・者の家族向けのピアカウ

その他：調査契約前に市役所建築指導

ンセリング

定員：10 人（先着順） 参

課に相談して補助金交付申請をしてく

加料：500 円（資料代など） 申し込み：

ださい。調査契約後の申請は受け付け

前日までにグローアップ 福田（☎ 75・

できません 申請先：市役所建築指導課

1342）
、障害福祉課（☎ 51・2347）

25

朝の歩行運動と
いっせいラジオ体操のつどい

（東館 3 階☎ 51・2588）

