
8広報とよはし  平成 29 年 6月15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。

楽
し
む
・
学
ぶ

支
援
・
医
療

募
　
　
　
集

情
報
あ
れ
こ
れ

催し情報
楽しむ・学ぶ
	防火管理者（甲種・乙種）
資格取得講習会

とき：甲種／7月5日㈬午前9時30分～

午後4時・6日㈭午前9時30分～午後2

時50分（全2回）、乙種／7月5㈬午前9

時30分～午後4時25分　ところ：ライフ

ポートとよはし（神野ふ頭町）　対象：東

三河地域に在住・在勤の、防火管理者

の選任を必要とする防火対象物の関係者

で、管理・監督的な地位の方　定員：あ

わせて140人（申込順）　受講料：無料（テ

キスト代各4,000円必要）　申し込み：6月

19日～21日にテキスト代などを消防本

部予防課（市役所西館5階☎51・3115）、

中消防署（東松山町☎52・0119）、南消

防署（曙町字南松原☎46・0119）

	防災管理新規講習会
とき：8月3日㈭午前9時30分～午後4時　

ところ：中消防署　対象：東三河地域に在

住・在勤の、防災管理の必要な防火対

象物において管理・監督的な地位の方　

定員：50人（申込順）　受講料：2,500円　

申し込み：7月10日～21日に消防本部予

防課（市役所西館5階☎51・3115）、中

消防署（東松山町☎52・0119）、南消防署

（曙町字南松原☎46・0119）

	視聴覚教育センター
ワークショップ

■ゴムの力でとぶ飛行機
とき：7月1日～17日の土・日曜日、祝

日午前11時50分（各約20分）　対象：ど

なたでも（小学 3 年生以下は保護者同

伴）　内容：スチレンペーパー翼の飛行

機を作ります　定員：各10人（先着順）　

参加料：無料（材料費1機350円必要）

■天体望遠鏡を作って星空を見よう
とき：7月29日㈯①工作の部／午前10時・

午後1時（各約90分）、②実習の部／午

後7時～8時30分　対象：どなたでも（①

は小学3年生以下、②は中学生以下の

場合は保護者同伴）　内容：35倍の望遠

鏡を作り、風景や木星を観察します　

定員：①各30人（申込順）②なし　参加
料：無料（①は材料費各 2,300円必要）　

持ち物：②はカメラ三脚、懐中電灯　申
し込み：7月1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）

ゴムの力でとぶ飛行機（作品例）

	ICT講座　プログラミングの世界を
のぞいてみよう

とき：7月23日㈰午前 10 時～午後 3 時　

ところ：視聴覚教育センター（大岩町字火

打坂）　対象：文字入力やマウス操作が

できるプログラミング初心者（小学4年～

高校生優先）　内容：プログラミングの

基礎を学びます　定員：20人（申込順）　

持ち物：Windows7以降でネットワーク

接続できるノートパソコン、弁当、飲み

物　申し込み：6月24日から視聴覚教育

センター（☎41・3330）

	駒屋であそびん　七夕の節句
■こうさくとフェイスペインティング
とき：6月24日㈯午前 10 時～午後 3 時　

内容：①フェイスペインティング②折り紙

飾り③星のアクセサリー作り　定員：各

15人程度（先着順）　参加料：①100円

②③各200円（材料費）

■切り絵
とき：7月2日㈰午前 10 時・11 時 15 分、

午後 1 時 15 分・2 時 30 分　対象：小・

中学生（小学生は保護者同伴）　定員：
各5人（申込順）　参加料：各500円（材

料費）　申し込み：6月21日午前10時か

ら駒屋（☎41・6065）

[共通事項]問い合わせ：駒屋（☎41・6065）

	和創作・季節の布遊び
布絵で泳ぐお魚さん♪

とき：7月12日㈬午後1時～4時　内容：
着物地や和布で、布絵を額装に仕立て

ます　定員：10 人（申込順）　参加料：
2,500円（材料費）　申し込み：6月28日

午前10時から駒屋（☎41・6065）

	二川宿本陣まつり　七夕の節句
とき：7月1日㈯～9日㈰　内容：園児が

書いた短冊を飾った笹などを展示します

＜関連イベント＞
■ちりめん作家　豊田恵子さんによる
　七夕のつるし飾り展示
とき：6月17日㈯～7月9日㈰午前9時～

午後5時（最終日は午後3時まで）

■ミニ笹飾り作り
とき：7月1日㈯午前10時～午後3時

■機
はた

織り体験・コースターを作ろう
とき：7 月2日㈰ 午 前 10 時 ～ 午 後 3 時　

講師：二川茶屋

[共通事項]ところ：二川宿本陣資料館（二

川町字中町）　参加料：無料（入館料必

要）　問い合わせ：二川宿本陣資料館

（☎41・8580）

七夕笹飾り

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）、
グリーンスポーツセンター
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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。

	親子で魚市場体験学習
とき：7月29日㈯、8月5日㈯午前6時～

9時　ところ：㈱豊橋魚市場　対象：小学

4～6年生と保護者　内容：セリ場見学、

冷凍庫入庫体験、ミニセリ体験など　

定員：各20組40人（抽選）　申し込み：7

月3日（消印有効）までに返信先明記の

往復はがきで第1・2希望日、郵便番号、

住所、氏名、子どもの氏名・学校名・

学年、電話番号を㈱豊橋魚市場（〒440-

0091下五井町青木110）　問い合わせ：
㈱豊橋魚市場管理本部（☎ 54・5511）、

生活衛生課（☎39・9124）

	さくらピア　屋上プールオープン
とき：7月8日㈯～9月8日㈮（月曜日、7

月18日、8月11日は休館）午前10時～

午後4時45分（正午～午後1時は休場）　

ところ：さくらピア（東新町）　対象：市内

在住の身体障害者・療育・精神障害者

保健福祉手帳所持者・児（小学3年生以

下、重度障害者は介護者同伴）と家族、

友人　持ち物：水着、水泳帽　その他：
午前中は利用できない日がありますの

で、お問い合わせください　問い合わ
せ：さくらピア（☎53・3153）

	機能訓練事業　水泳による訓練
とき：7月7日・14日・28日、8月11日・

18日・25日の金曜日（全6回）午後6時～

7時　ところ：アクアリーナ豊橋（神野新

田町字メノ割）　対象：市内在住の身体

障害者・療育・精神保健福祉手帳保持

者と家族、介護者※家族、介護者も入水　

内容：水中で身体を動かし、機能の保持

を図ります　講師：壁谷田恵子さん（水

泳インストラクター）　定員：10組（申込

順）　申し込み：6月15日から、さくらピ

ア（東新町☎53・3153 53・3200）

	さくらピア　各種教室
■夏休み親子防災教室
とき：7月22日㈯午前10時～正午　対象：
市内在住・在学の小学生以上と保護者　

内容：簡単にできる防災頭巾作りとガイ

ドヘルプ体験　講師：尾崎公枝さん（豊

橋防災ボランティアコーディネーターの

会）ほか　定員：50 人（申込順）　参加
料：300 円（材料費）　持ち物：縫い針、

糸、はさみ（貸し出しあり）

■親子陶芸教室
とき：7月23日㈰午前10時～11時30分　

対象：市内在住・在学の身体障害者・

療育・精神障害者保健福祉手帳所持児

と保護者　講師：内藤常次さん（陶芸家）　

定員：20 人（申込順）　参加料：500 円　

持ち物：手拭いタオル、古布、エプロン

■水泳教室
とき：7月25日～8月29日の火・木曜日（8

月1日・15日を除く。全9回）午前 10 時～

正午　対象：市内在住・在学の身体障

害者・療育・精神障害者保健福祉手帳

を所持する小・中学生（小学1～3年生、

重度障害者は介護者同伴）　内容：水泳

の基本を中心に練習します　講師：伊藤貴

美さん（水泳インストラクター）ほか　定
員：15人（申込順）　参加料：500円　持
ち物：水着、水泳帽、ゴーグル

[共通事項]ところ：さくらピア　その他：
水泳教室は事前に参加同意書の提出が

必要。詳細はホームページ参照。手話

通訳・要約筆記などが必要な方は、申

し込み時にお申し出ください　申し込
み：6月15日から、さくらピア（東新町☎

53・3153 53・3200）

	さくらピア　七夕織姫ライブ
とき：7月2日㈰午後 6時～7時30分　と
ころ：さくらピア（東新町）　内容：中国伝

統の擦
さつ

弦
げん

楽器「二
に

胡
こ

」の演奏会　出演：
中村ゆみこさん（胡之音会）ほか　問い
合わせ：さくらピア（☎53・3153）

	さくらピア　夏休みイベント
■サマープラネタリウム
とき：7月29日㈯午後1時～3時　ところ：
さくらピア　内容：移動プラネタリウムで

天体観賞をします　定員：20人（申込順）　

参加料：200円　持ち物：室内用シューズ

■サマーレッスン
とき／内容：8月4日㈮①午前10時～正

午／ポッキー先生のうんどう遊び、②午

後1時～3時／音楽療法リトミック　とこ
ろ:さくらピア　講師：①ポッキー先生（き

のいい羊達にじいろキッズ代表）②池田

信子さん（音楽療法士）　定員：各 20 人 

（申込順）　参加料：各200円（弁当注文

の場合は別途各500円必要）　持ち物：
①室内用シューズ

■サマーシネマ
とき：8月23日㈬午前10時～正午　とこ
ろ：ユナイテッド・シネマ豊橋18（藤沢町）　

内容：映画「ミニオンズ」鑑賞会　定員：
100人（申込順）　参加料：500円（さくら

ピアで販売の前売り券必要）

 [ 共通事項 ] 対象：市内在住・在学の身

体障害者・療育・精神障害者保健福祉

手帳所持児（付添者同伴）　その他：詳細

はホームページ参照。手話通訳・要約

筆記などが必要な方は、申し込み時に

お申し出ください　申し込み：6月15日か

ら、さくらピア（東新町☎ 53・3153

53・3200）

	さくらカフェ
かしこい医療機関のかかり方

とき：7月13日㈭午後1時30分～3時　と
ころ：さくらピア　対象：市内在住の身体障

害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所

持者（重度障害者は介護者同伴）、家族、

友人　内容：救急医療体制や医療機関の

かかり方について学びます　講師：市職員　

定員：30人（申込順）　参加料：300円（スイ

カ付き）　申し込み：6月15日から、さくら

ピア（東新町☎53・3153 53・3200）


