主な対象

どなたでも

女性

男性

スポーツ教室 ソフトテニス
とき：7月1日～ 8月19日の土曜日（7月

子ども

高齢者

障害者

事業

看護師等再就職チャレンジ
支援研修

育児

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。

今こそアメリカ留学
トリード市での学生生活紹介

22日を除く。全7回）
午後7時～8時30分

とき：6月5日㈪～ 7日㈬（全 3 回）午前

とき：5月27日㈯午後1時～3時 ところ：

ところ：市営軟式庭球場（豊橋公園内）

9 時 30 分～午後 3 時 ところ：市民病

（駅前大通二丁目
国際協力市民サロンPal

対象：小学3年生以上 定員：120 人（申

院、看護専門学校（青竹町字八間西）

開発ビル3階 豊橋市国際交流協会内）

込順） 参加料：3,000円 申し込み：5月

対象：看護師・准看護師の資格を持ち、

内容：姉妹都市トリード大学の学生生活

23日午前10時から参加料
（おつりのない

現在未就業で看護業務へ再就職を希望

や留学準備を映像などで紹介 講師：ト

ように用意してください）を豊橋市体育

する方 内容：最近の看護の動向につ

リード大学教授、留学経験者 定員：50

協会（岩田運動公園内☎63・3031）
、総

いての講義、看護技術演習、病院実習

人（申込順） その他：姉妹都市奨学金制

合体育館、各地区体育館ほか

定員：10 人（申込順） 申し込み：5月31

度の説明も行います 申し込み：5月26

日までに健康政策課
（☎39・9111）

日までに氏名、電話番号を豊橋市国際
交流協会
（☎55・3671 tia@tia.aichi.jp）

わくわく体験クラブ
じゃ み せん
楽しく覚える津軽三味線講座

回）午後 1 時 30 分～ 3 時 ところ：豊橋

とき：5月28日㈰午前10時～午後4時
（雨

市国際交流協会 内容：外国人児童へ

天決行） ところ：豊橋駅南口駅前広場

とき：5月24日、6月14日・28日、7月12

の日本語指導のポイント、接し方を学び

（豊鉄渥美線新豊橋駅前） 内容：豊

日の水曜日（全4回）午前10時～11 時30

（T-NET） 定員：30 人（抽選） 受講料：
3,000 円

申し込み：6 月5日（必着）ま

橋産トマトの詰め合わせやトマトすくい、

分 ところ：青少年センター（牟呂町字東

加工品の販売など 問い合わせ：まちな

里） 対象：市内在住で 18 歳以上の方

か活性課
（☎55・8101）

内容：三味線に親しみ、日本古来の音

住所、氏名、年齢、職業、電話番号を豊

定員：20人（申込順） その他：三味線は

橋市国際交流協会（〒440-0888駅前大通

当センターで用意します 申し込み：随

二丁目33-1開発ビル3階☎55・3671）

時、青少年センター
（☎46・8925）

幼児ふれあい教室
■ポッキー先生と親子遊び
とき：6月15日～29日の木曜日（全3回）

まちなかマルシェのようす

市民スポーツ祭
アーチェリー大会
とき：6月25日㈰午前 9 時 ところ：武道

民館（多米中町一丁目） 対象：2 歳以

知っトク！豊橋ゼミナール
ひゃくのうじん
百儂人と友達になろう! 花儂人

上の未就園児（6月15日現在）と保護者

とき：7月2日、10月15日、12月10日の

ウ、コンパウンドボウ 申し込み：5月

内容：ふれあい遊びで基礎運動に必要な

日曜日
（全3回）
午前10時～正午 ところ：

16日～ 6月18日に申込用紙を豊橋市体

力を養います 講師：ポッキー先生（幼

菜ッ花園（老津町字波入江） 内容：シク

育協会（岩田運動公園内☎ 63・3031）
、

児・児童体育指導員） 定員：30組
（抽選）

ラメンを育て、クリスマスの寄せ植えを

総合体育館、各地区体育館ほか※申込

■助産師が伝える赤ちゃん育て

作ります 講師：中村孝康さん（豊橋百

用紙は各申込先で配布

とき：6月20日～ 7月18日の火曜日（全

儂人） 定員：30人
（抽選） 受講料：無料

5 回）午前 10 時～ 11 時 30 分 ところ：

（材料費3,500円必要） 申し込み：6月9

北部地区市民館（大村町字仲川原） 対

日までに北部地区市民館
（☎53・4212

とき：6月15日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分

象：6 か月未満児（6月20日現在）と保護

hokubu@sala.dti.ne.jp）

ところ：保健所・保健センター（中野町字

午前 10 時～ 11 時 ところ：東陽地区市

館弓道場（豊橋公園内） 対象：市内在
住の小学 5 年生以上 部門：リカーブボ

カミカミ教室

者 内容：産後のセルフケアやベビー

中原
「ほいっぷ」
内） 対象：9・10か月前

マッサージなどを楽しみます 講師：鈴

後の乳児を持つ母親 内容：離乳食と歯

木佐和子さん（助産師） 定員：20組（抽

磨きの話、試食、交流、育児相談 定

選） 受講料：無料
（材料費500円必要）

員：20組
（申込順） 参加料：無料
（試食代

［共通事項］
申し込み：5月30日までにホー

200円必要） 持ち物：母子健康手帳、飲

ムページで必要事項を、こども未来政

み物 その他：託児あり
（1人300円必要）

策課
（☎51・2325）

シクラメン

申込先：こども保健課
（☎39・9160）
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情報あれこれ

楽を学びます 講師：津軽三味線 雅會

集

でに返信先明記の往復はがきで講座名、

募

ます 講師：豊橋外国人児童生徒研究会

支 援・医 療

とき：6月17日～ 7月8日の土曜日（全 4

ええじゃないか豊橋
まちなかマルシェ

楽しむ・学ぶ

外国人児童日本語ボランティア
養成講座

パル

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。

妊婦
 さんへの家庭訪問を

39

行っています

問い合わせ

こども保健課
（☎ ・９１８８）

「出産の準備は何から手をつけたらいいか

わからない」「赤ちゃんとの生活が想像で

きない」などの不安や心配事を抱える妊

婦さんの自宅に助産師などが訪問し、出

産・育児用品や産後のサポート体制の確

認、赤ちゃんの抱き方・おむつ交換・沐

2

浴の仕方、育児情報の提供など、相談に

3

応じています。

10

とき 月～金曜日（祝日、 年末年始を除

・

時） 対 象 市 内 在 住 の 妊 婦 な ど

く）午前 時～午後 時（木曜日は午後

時〜

申 し 込 み 随 時、 こ ど も 保 健 課（☎

９１８８）

情 報 ピック アップ

楽しむ・学ぶ

39

妊婦さんへの家庭訪問のようす

7

支 援・医 療
問い合わせ：穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
（西小田原町☎ 39・8810）
※チケットの販売などはプラットチケットセンター（☎ 39・3090）

募

会員先行でのチケット購入は事前にプラットフレンズへの登録が必要です。詳細はお問い合わせください。

■ワークショップファシリテーター養成講座 2017 前期
とき：7月15日㈯・17日㈷、8月6日㈰・19日㈯・20日㈰・26日㈯・27日㈰
（全 7 回）
午後 1 時～ 5 時 対象：18 歳以上の方

集

内容：ワークショップの基礎知識を学びます 講師：すずきこーたさん（演劇デザインギルド）ほか 定員：20 人程度（申込
順） 受講料：3,000円 申し込み：7月4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）※申込書
は市役所「文化のまち」づくり課（西館 3 階）
、市民文化会館
（向山大池町）
、ホームページなどで配布
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＜関連企画 キックオフ講座 つなげるしくみ、ひろげるしくみ＞
とき：6月23日㈮午後 7 時～ 9 時 内容：ワークショップの事例を知り、学びます 講師：吉野さつきさん
（愛知大学メディア
芸術専攻准教授） 定員：30 人程度（申込順） 申し込み：6月20日までにプラットチケットセンター
■親子のためのファミリーミュージカル ピノキオ または白雪姫の悲劇
とき：8月25日㈮午後 2 時開演 内容：さまざまなおとぎ話の主人公が現れるミュージカルです 原作：カルロ・コローディ
ピノキオの冒険 作曲・音楽監督：深沢桂子 演出・脚色：宮本亜門 出演：小此木まり、池田有希子ほか 入場料：全
席指定。大人3,000円、子ども
（4歳児～高校生）500円ほか チケットの発売：一般／6月10日午前10時からプラットチケッ
トセンターほか、会員先行／ 5月27日午前 10 時からプラットチケットセンター
＜関連企画 プラット親子わくわくプログラム2017スタンプラリー＞
対象：次の公演を鑑賞またはイベントに参加する高校生以下①プラット音楽隊 モモ
（8
月5日㈯・6日㈰）②ピノキオ または白雪姫の悲劇
（8月25日㈮）
③ワークショップ縁日
2017（8月27日㈰）④プラットワンコインコンサート おとぎの世界へようこそ
（8月31日
㈭）⑤新国立劇場 こどものためのバレエ劇場 しらゆき姫（9月16日㈯） 内容：各会
場でスタンプを集めると景品がもらえます その他：開催場所、参加方法など詳細は
お問い合わせください
■ PLAT 小劇場シリーズ マームとジプシー 10th Anniversary Tour

ピノキオ または白雪姫の悲劇

とき／タイトル：9月8日㈮午後7時／「クラゲノココロ」
「モモノパノラマ」
「ヒダリメノヒ
ラムダラムダラムダ

ダ」
、9月9日㈯午後1時／
「ΛΛΛ かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと─」
、9
月9日㈯午後6時／「あっこのはなし」
、9月10日㈰午後1時／「夜、さよなら」
「夜が明
けないまま、朝」
「Kと真夜中のほとりで」 内容：劇団「マームとジプシー」の過去作品
を作り替えて上演します 作・演出：藤田貴大 出演：石井亮介、尾野島慎太朗、川
崎ゆり子ほか 入場料：全席自由。整理番号付き。一般 3,000円、24 歳以下 1,500円、
高校生以下1,000円※セット券あり（枚数限定） チケットの販売：一般／6月18日午前
10時からプラットチケットセンターほか、会員先行・セット券／6月3日午前10時から ΛΛΛかえりの合図、まってた食卓、そこ、
きっと─
プラットチケットセンター
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