主な対象

どなたでも

女性

男性

食生活改善推進員（ヘルスメイト）
養成講座

子ども

高齢者

障害者

事業

とき：6月28日㈬～ 9月13日㈬で指定す

を除く）午後2時20分（各約20分） とこ

とき：6月14日㈬午後1時～4時 ところ：

る日（全 8 回）午前 9 時 30 分～午後 0 時

ろ：地下資源館（大岩町字火打坂） 内

駒屋（二川町字新橋町） 内容：ちりめん

30 分（8月24日は午後 1 時 30 分～ 3 時

容：体にかかる空気の重さなどを実験

の七夕飾りを揺れるかわいいリースに仕

30分） ところ：保健所・保健センター
（中

で紹介します 問い合わせ：地下資源館

立てます 定員：10 人（申込順） 参加

在住で、食生活改善推進員としてボラ
ンティア活動に参加できる方 内容：調
理実習、食生活などを学びます 講師：

（☎41・2833）

まちじゅう図書館キックオフ
イベント in 雨の日商店街

料：3,500 円（材料費など） 申し込み：5
月25日午前10時から駒屋
（☎41・6065）

緑のカーテン育て方相談会
とき：7月1日㈯午前10時～11時30分 と

その他：日程などの詳細はお問い合わせ

午後1時30分～4時30分 ところ：大豊

ころ：豊橋みどりの協会（大岩町字大穴

ください 申し込み：5月15日～ 6月10

商店街
（駅前大通二・三丁目） 内容：①

総合動植物公園東門） 内容：疑問点な

日に健康増進課
（☎39・9145）

トークライブ「本のあるまち」のつくりか

どを座学や実技を交え解決します 定

た②小説執筆ワークショップ 講師：ナ

員：30 人
（申込順） その他：申し込み後、

カムラクニオさん（ブックカフェ6次元店

事前に相談事項をお聞きします。総合動

主） 定員：①なし②15人
（抽選） 対象：

植物公園に駐車する場合は、駐車料金

①どなたでも②小学5年生以上 申し込

が必要です 申し込み：5月15日～ 6月

み：②は5月31日までに、まちなか図書

16日に温暖化対策推進室
（☎51・2419）

（東館1階）
などで配布

を除く）午前11時50分（各約20分） 内

高等学校エコカーレース
総合大会
（エコハイ）

容：ゴムと三角翼で垂直上昇する飛行

とき：6月4日㈰午前11時～午後3時30分

機を作ります 定員：各 10 人（先着順）

内容：全国の工業高校が製作したエコカー

参加料：各300円
（材料費）

で走行距離を競います 部門：エコハイ

■マグネシウム燃料電池カー

クラス、オープンクラス、充電池 問い

とき：6月24日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分

合わせ：商工業振興課
（☎51・2435）

対象：小学生以上（小学 3 年生以下は保

■関連イベント エコドライブ講習会

とき：6月3日～24日の土・日曜日
（18日

護者同伴） 内容：ミニバギーを組み立

体得！地球とお財布に優しい運転

て、塩水で走らせます 定員：15 人（申

とき：6 月 4 日 ㈰ 午 後 1 時 ～ 1 時 40 分

込順） 参加料：1,500円（材料費） 申し

内容：座学でエコ運転術を習得します

込み：5月27日から視聴覚教育センター

講師：JAF 愛知支部職員 問い合わせ：
環境保全課
（☎51・2388）

（☎41・3330）
■くらりか教室 まわる浮沈子
とき：7月2日㈰午後1時～2時30分 対
象：小学 5・6 年生

［共通事項］
ところ：ユタカ自動車学校（中
野町字平北）

内容：回る浮沈子

日程など：下表 内容：ボランティアなど
による紙芝居や絵本の読み聞かせ そ
の他：中央図書館・大清水図書館の日

情報あれこれ

■スカイスクリュー

可。申込用紙は市役所じょうほうひろば

おはなしのへや

集

視聴覚教育センター
ワークショップ

①は不要※ホームページからも申し込み

募

とき：6月11日㈰①午前 11 時～正午②

支 援・医 療

管理栄養士ほか 定員：30 人（申込順）

。
館整備推進室
（☎55・8102 55・8100）

楽しむ・学ぶ

とき：6月3日～24日の土・日曜日
（18日

和創作 季節の布遊び
織り姫・彦星・天の川キラキラリース♪

野町字中原「ほいっぷ」内） 対象：市内

実験ショー 空気のひみつ

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

程などは、本紙4月15日号4ページ参照
問い合わせ：中央図書館
（☎31・3131）
■各地区市民館など（各 40 分）
対象は小学生以下と保護者
とき
6 月 3 日㈯
午前 11 時

ところ
南部地区市民館
（北山町）

石巻地区市民館
6 月 10 日㈯
午前 10 時 30 分 （石巻本町字市場）
6 月 10 日㈯
午前 11 時

中部地区市民館
（東松山町）

6 月 16 日㈮
午前 11 時

南陽地区市民館
（草間町字平東）

6 月 17 日㈯
午前 11 時

東陵地区市民館
（牛川町字乗小路）

6 月 17 日㈯
午後 3 時

市民文化会館
（向山大池町）

6 月 24 日㈯
午前 11 時

青陵地区市民館
（南牛川二丁目）

の工作、鉄の船の浮力についての解説
定員：25人（申込順） 申し込み：6月3日
から視聴覚教育センター
（☎41・3330）
［共通事項］ところ：視聴覚教育センター
（大岩町字火打坂） 問い合わせ：視聴
覚教育センター
（☎41・3330）

エコハイ

広報とよはし 平成 29 年 5月15日
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参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

ア カウミガメの保護にご協力ください

に見守りましょう
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問い合わせ 環境保全課
（☎ ・２３８５）

豊橋に上陸・産卵する絶滅危惧種アカ

産卵するので、
これらの情報がありま

したら、環境保全課へご連絡ください

募

※実態調査に関心のある方は、環境保

全課までご連絡ください

支 援・医 療
集

ウミガメと貴重な海岸環境を守るため、 ◦アカウミガメは毎年 ～ 月に上陸・

次のことにご協力ください。

◦アカウミガメはとても警戒心が強く

音や光に敏感なので、夜になったら騒

がず、たき火や花火はやめましょう

◦アカウミガメはきれいな砂浜にしか

産卵しないので、自分のゴミは自分

で持ち帰るなど、積極的に砂浜をき

れいにしましょう

◦海岸で飼い犬などの動物を放すのは

やめましょう

◦夜間に上陸したアカウミガメを見つ

けたら、照明を消し、遠くから静か

情 報 ピック アップ

楽しむ・学ぶ

表浜海岸から海に帰るアカウミガメ
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水道施設を一般公開します
あたりまえ そんなみずこそ たからもの
とき：6月1日㈭～ 7日㈬（水道週間）午
前9時～午後4時 ところ：多米配水場・
展望台（多米町字蝉川）
、小鷹野浄水場
（東小鷹野二丁目） 問い合わせ：浄水
課
（☎61・8761）

中小企業人材育成支援研修
とき：6月下旬から順次開講 ところ：サ
イエンス・コア（西幸町字浜池）ほか
対象：市内の中小事業所に勤務する方、
市内在住の方など 内容：組織力・技
術力向上のための全 17 講座です 定
員：各 8 ～ 30 人（申込順） 受講料：各
6,000 ～ 15,000 円（講 座 により異 なる。
市外から申し込みの場合は倍額） 申
し込み：各講座開始日の 10日前までに
ファックスで申請書を商工業振興課（☎
51・2435

55・9090）※ホームページ

からも申し込み可。パンフレット、申請
書は市内の公共施設などで配布

情報あれこれ

問い合わせ：こども未来館（☎ 21・5525）
休館日：水曜日※変更の場合あり

紙面では全てのイベント、講座などをお伝えできないため、ここにこでは週 1 回程度イベント、
講座情報をメールで配信しています。詳細はホームページをご覧ください。
ニコリン

■イベント
豊橋の未来農業を知ろう！トマト王にオレはなる！ とき：5月20日㈯～ 30日㈫午前 9 時 30 分～午後 5 時 内容：トマト植物工
場ミニモデルの紹介、トマトマルシェ
（土・日曜日）など
ここにこ工作教室 とき：5月20日㈯午前 10 時～午後 3 時 内容：動く立体切り絵を作ります
ハットおばさんの楽しい手品 とき：6月3日㈯午前 11 時〜正午 内容：身近なものを使った不思議で楽しい手品を披露します
■ボランティア説明会
こども未来館（☎
とき：5月29日㈪午前10時〜11時30分 対象：ボランティア活動を考えている高校生以上 申し込み：随時、
21・5525）※ホームページからも申し込み可
■体験プログラム／子育て講座
申し込み：5月31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通につき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で必要事項を入力

体験プログラム／子育て講座※詳細はホームページをご覧ください。大人のみの参加はできません
体験 1 パティシエになろう 2 種類の焼き菓子をつくろう
とき：6 月 17 日㈯ 協力：マッターホーン

体験 3 陶芸家になろう
とき：6 月 18 日㈰ 協力：荒川泰宏陶芸教室

野菜ソムリエとつくろう
夏野菜のひよこ豆入りカレー＆夏野菜パワーのひみつ
とき：6 月 18 日㈰ 協力：菱田静代さん（野菜ソムリエ）

子育て 親子で楽しく体育あそび
とき：6月17日㈯ 協力：石川義晴さん（体育インストラクター）

体験 2
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