主な対象

どなたでも

女性

男性

たくみ

夏休み 匠の技術を学ぼう
とび

■①鳶の仕事を知ろう

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

親子ものづくり体験教室
木製の万能台作り

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。

夏休み水の教室
水の博士になろう

とき：7月30日㈰午前 9 時～正午、午後

とき：8月2日㈬午前9時～午後4時 集

午後1時30分～3時 ところ：横田興業㈲

1 時 30 分～ 4 時 30 分 ところ：職業訓練

合・解散：上下水道局
（牛川町字下モ田）

（石巻西川町） 内容：鉄骨の小屋作り

センター
（前田南町二丁目） 対象：小学

※バス使用 対象：市内在学の小学4～

講師：横田智秀さん（鳶職人） 持ち物：

生と市内在住・在勤の保護者

内容：

6年生（保護者同伴可） 内容：上下水道

ヘルメット

かなづちなどの道具の使い方を学びな

局施設、牟呂松原頭首工などの見学

■②網代の額縁を作ろう

がら、木製の万能台を作ります 定員：

定員：40人（抽選） 持ち物：昼食、飲み

とき：8月21日㈪午前 10 時～ 11 時 30 分、

各 25 組 50 人（抽 選） 参 加 料：1 組 各

物

午後 1 時 30 分～ 3 時 ところ：職業訓練

1,000 円 申し込み：7月21日までに希

はがき、または Eメールで参加者全員

センター
（前田南町二丁目） 講師：松井

望時間、住所、参加者全員の氏名、子

の住所・氏名・年齢・学校名・学年・

美喜夫さん（建具職人） 参加料：1,000

どもの学年、電話番号を商工業振興課

電話番号を営業課（〒440-8502 住所不

あ じ ろ

［共通事項］対象：小学4年～中学3年生
定員：各10人（申込順） 申し込み：①は
8月3日、②は 8月14日までに商工業振
興課
（☎51・2435）

（☎51・2437 shokogyo@city.toyohashi.
lg.jp）

としょかん夏休み宿題
おたすけ隊！

申し込み：7月10日（必着）までに、

要☎51・2761

info_water-eigyo@city.

toyohashi.lg.jp）

夏休みの自由研究に最適！
ロボットアームづくり教室
60分） ところ：カモメリア
（神野ふ頭町）

とき：8 月27日㈰午前 10 時～午後 1 時

は開館し、7月18日は休館。土・日曜日、

対象：年長児～小学生と保護者 内容：

ところ：豊橋歯科衛生士専門学校（中野

祝日は午後 4 時まで） ところ：中央図書

空気圧で物をつかむロボットアームを作

町字中原「ほいっぷ」内） 対象：歯科衛

館（羽根井町） 対象：小・中・高校生

ります 定員：各 20 人（申込順） 持ち

生士の資格を有する方 内容：再就職

内容：自由研究・読書感想文などの相談

物：タオル、スーパーなどの袋
（持ち帰り

支援を目的とした実技講座など 講師：

ができます その他：宿題のテーマが決

用） 申し込み：7月1日～24日に希望時

歯科衛生士、歯科医師 定員：50人（申

まっている場合は電話予約可 問い合わ

間、参加者全員の氏名・年齢（学年）
、

込順） 申込先：豊橋歯科衛生士専門学

せ：中央図書館
（☎31・3131）

保護者の氏名・電話番号を、みなと振

校（☎ 26・8288） 問い合わせ：豊橋歯
9111）

とき：7月8日㈯～8月27日㈰
（月曜日休館。

興課
（☎34・3710）

エコキッズサーキット
とき：8月2日㈬～4日㈮午後1時30分～

テーマ：あの戦争の片すみで 戦前・戦

4 時 ところ：リサイクルプラザ（豊栄町

中のくらしをさぐる

字西 資源化センター内） 対象：市内在

とき：① 8月2日㈬② 8月7日㈪午後 1 時

＜関連イベント＞

住の小学生と保護者 内容：施設見学、

30分～4時
（午後1時受け付け） ところ：

■記念行事

牛乳パックや廃油を使ったはがき・キャ

市立看護専門学校（青竹町字八間西）

とき：7月29日㈯午後1時30分～3時30分

ンドル作り 定員：各 10 組程度（抽選）

内容：模擬授業や体験講座など その

内容／発表者：発表「戦争の学習を通し

持ち物：開いた牛乳パック1枚以上、ジャ

他：公共交通機関をご利用ください。詳

て子どもたちが学んだこと」／南部・豊

ムなどの空きビン1 個 申し込み：7月3

細はホームページ参照 申し込み：①は

城中学校1年生、座談会「あの戦争の片

日～ 18 日に資源化センター（☎ 46・

8月1日、②は 8月4日までに市立看護

すみで起こったこと」／角谷信子さん（疎

5304）
※ホームページからも申し込み可

専門学校
（☎33・7891）

開体験者）
ほか 定員：120人
（先着順）

情報あれこれ

7 月17 日は開館し、7 月18 日は休館）

市立看護専門学校
オープンキャンパス

集

科衛生士専門学校、健康政策課
（☎39・

平和を求めて 図書館資料展

募

30 分～午後 6 時（月曜日休館。7月17日

談

とき：7月26日㈬午前10時、午後1時
（各

相

とき：7月15日㈯～ 8月31日㈭午前 9 時

歯科衛生士ホームカミングディ

支 援・医 療

円
（材料費）

楽しむ・学ぶ

とき：8月10日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分、

■NHK番組公開ライブラリー
とき：7 月30 日㈰ 午 後 1 時 ～ 2 時 50 分
内容：疎開や絵日誌の番組をNHK の講
師が解説 定員：120人
（先着順）
［共通事項］
ところ：中央図書館
（羽根井町）
問い合わせ：中央図書館
（☎31・3131）

キャンドル作りのようす

広報とよはし 平成 29 年 7月1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。

とき
15

10
22

時間

番組名

午前 11 時

しまじろう

午後 1 時 30 分

忍たま乱太郎

午後 3 時

美しき地球

相

＜火～金曜日（夏休み臨時投映を除く）
＞

談

問い合わせ 視聴
（☎ ・３３３０）
 覚教育センター

支 援・医 療

■投映スケジュール
（各約 45 分）
＜土・日曜日、祝日、
夏休み臨時投映
（7 月 21 日㈮～ 8 月 31 日㈭）
＞

プラネタリウム新番組

7

月 日㈯～ 月 日㈰

岩町字火打坂） 内容など 下表

ところ 視聴覚教育センター（大

80

観覧料 大人３００（２４０）円、

尼子騒兵衛 / NHK・NEP
NASA / JHUAPL / SwRI

中学生以下１００（ ）円※（ ）

内は 人以上の団体料金 その

他 各回に星空解説あり

楽しむ・学ぶ

情 報 ピック アップ

30

41

時間

番組名

午後 3 時

火・水曜日／美しき地球、
木・金曜日／みずものがたり

■国際協力専門家講演会
とき：8月5日㈯午後1時30分～3時 と
ころ：豊橋市国際交流協会 テーマ：混沌
とした時代、平和に生きるための選択肢
とは 講師：瀬谷ルミ子さん（
「職業は武
装解除」
著者） 定員：40人
（申込順）
■地球体験学校
とき：8月7日㈪・8日㈫ ところ：こども
未来館ここにこ（松葉町三丁目）ほか
対象：小学 3 年～高校生 内容：海外の
生活習慣などを体験します 定員：各30
人
（申込順） 参加料：各200円
[共通事項]その他：詳細はホームページ
参照 申し込み：7月3日午前 10 時から
行事名、氏名、電話番号、地球体験学
校は住所、年齢、学校名を豊橋市国際
交流協会（駅前大通二丁目 開発ビル 3
階☎55・3671
tia@tia.aichi.jp）

募

地下資源館（☎ 41・2833）・視聴覚教育センター（☎ 41・3330）の催し（大岩町字火打坂）

集

おもしろサイエンスの日
水と風

企画展 実験ショーパラダイス2017
とき：7月8日㈯～ 9月3日㈰午前 9 時～

大実験ショー
音のふしぎをさぐる

情報あれこれ

とき：7月22日㈯午後1時～3時（随時参

午後 4 時 30 分 内容：実験セットなどで

とき：7月23日～ 8月6日の日曜日午前

加可） 内容：ペットボトル風車や水ロケッ

120 種類以上の科学体験ができます

11 時 50 分～午後 0 時 20 分、午後 2 時

トを作ります 問い合わせ：視聴覚教育

問い合わせ：視聴覚教育センター

20 分～ 2 時 50 分 内容：音の高低や振

センター

動などの体験・実験を行います 講師：
豊橋エコサイエンスクラブ

ワークショップ ヒコーキ大研究
とき：8月19日㈯午前10時～正午 対象：

育センター

伴） 内容：模型を組み立て、翼の仕組み
を調べます 定員：15人（申込順） 参加
料：1,600円（材料費） 申し込み：7月22
日から視聴

ヒコーキ大研究のようす

定員：各

240人（先着順） 問い合わせ：視聴覚教

どなたでも（小学3年生以下は保護者同

9

国際協力月間 イベント

実験ショーパラダイスのようす

夏休み自由研究相談

つくってあそぼう
ふうせんヘリコプター
とき：7月25日㈫～ 28日㈮午前 11 時 50
分、午後 2 時 20 分（各 20 分） 内容：風

覚教育セン

とき：7月17日㈷・27日㈭午前 10 時～

船からの空気でプロペラが回転するヘリ

ター（☎41・

正午 対象：小・中学生
（保護者同伴可）

コプターを作ります 定員：各 10 人（先

3330）

内容：天文・電気・実験・工作などの自

着順） 参加料：各 200円（材料費） 問

由研究相談ができます 問い合わせ：視

い合わせ：視聴覚教育センター

聴覚教育センター

