
ミナクルスペシャル講座　半島の構造と
植生から探る　豊橋から渥美半島

列島誕生から伊勢湾台風までの事件
や植生より半島構造を学びます。
	と き	 5/12～6/16の土曜日（全6回）

14:00～15:30※最終日は現地
見学で、9:30～16:00（予定）

	ところ	 大清水まなび交流館「ミナクル」
	講 師	 平川一臣さん（北海道大学名

誉教授）ほか
	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 1,500円
 申込み	 4/13㈮までに南稜地区市民館

（☎26・0010）
	 	 54918

肢体不自由者ガイドヘルプ
ボランティア講習会

肢体不自由者を外出援助する際の介
助方法を学びます。
	と き	 5/12㈯、5/13㈰（全2回）10:00～

15:30
	ところ	 あいトピア
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 500円
 申込み	 4/1㈰～5/5㈷に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

ダーツ講習会＆ミニ大会

	と き	 5/12㈯13:30～16:00
	ところ	 あいトピア
	定 員	 100人（申込順）
	料 金	 200円
 申込み	 5/10㈭までに住所、氏名、年

齢を豊橋市体育協会（☎63・
3031）

	 	 54757

市民大学トラム

■太田昌利　私の異国散歩道
　シリーズ　世界を歩く
	と き	 4/24～6/26の火曜日（全5回）

10:00～11:30
	料 金	 1,500円
	申込み	 4/20㈮までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■身近な素材で気軽に始める
　おもしろアートてんこく
	と き	 5/5㈷、5/19㈯、6/2㈯、6/16㈯、

7/7㈯、7/21㈯（全6回）10:00～
11:30

	料 金	 2,500円
 申込み	 4/21㈯までに東部地区市民館

（☎63・3810）
■子育てママのはじめてのパン教室
	と き	 5/10㈭、5/17㈭、5/31㈭（全3

回）10:00～12:00
	料 金	 3,000円
	申込み	 4/20㈮までに石巻地区市民館

（☎88・1317）
■古典における言葉の美しさや
　「心」を習得しよう
	と き	 5/16㈬、5/30㈬、6/13㈬、6/27㈬、

7/11㈬（全5回）10:00～11:30
	料 金	 1,500円
	申込み	 4/25㈬までに本郷地区市民館

（☎46・8487）
■大人の愉しい夜間学校♪
　洋楽歌詞から英語を学ぼう♪
	と き	 5/18㈮、6/22㈮、7/20㈮、8/24㈮、

9/21㈮（全5回）19:00～20:15
	料 金	 1,500円
	申込み	 4/29㈷までに南陽地区市民館

（☎48・6576）
■土笛オカリナの製作と演奏体験
 と き	 5/26～6/16の土曜日（全4回）

9:30～11:30※初日は9:30～
12:00、13:00～15:00

	料 金	 4,000円
	申込み	 5/12㈯までに高師台地区市民

館（☎48・1321）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387

知っトク！豊橋ゼミナール

■百儂人と友達になろう！米儂人
　稲作体験し収穫米を食す
	と き	 5/6㈰、9/9㈰、12/2㈰（全3

回）10:00～15:00※最終日は
11:00～13:00

	ところ	 清須ライスセンターほか
	料 金	 2,000円
	申込み	 4/20㈮までに北部地区市民館

（☎53・4212）
■アカウミガメと高豊の自然
	と き	 5/12㈯、5/26㈯、6/3㈰（全3

回）9:30～11:30
 申込み	 4/25㈬までに高豊地区市民館

（☎21・2824）
■日本最先端の農業技術を学ぼう
　ミニトマトの栽培を通して
	と き	 5/19㈯、6/9㈯、7/14㈯、8/25㈯

（全4回）10:00～11:30
 料 金	 3,000円
 申込み	 4/20㈮までに吉田方地区市民

館（☎32・3978）
■天伯の自然・歴史と
　豊橋リサーチパークの企業探訪
	と き	 5/27㈰、6/10㈰、6/24㈰、7/8㈰、

7/22㈰（全5回）10:00～11:30
	申込み	 5/12㈯までに高師台地区市民

館（☎48・1321）
［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
	 	 23387

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■小学生親子で楽しくおやつ作り
　似顔絵クッキーに挑戦！
	と き	 5/13㈰10:00～12:00
 ところ	 東部地区市民館飯村分館
	料 金	 1組500円
 申込み	 4/22㈰までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）
	 	 23387
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東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

2018年 5月
〜

 6月

東三河生涯学習連携講座
歩いて探そう東三河の宝　春編

東三河各地を歩いて地域の魅力を発
見します。
	と き	 ①5/11㈮10:00～12:00②

5/25㈮10:00～12:00③6/8㈮
11:00～13:00（全3回）

	ところ	 ①田原城（田原市）など②さが
らの森（蒲郡市）③面ノ木園地
（設楽町）

	対 象	 どなたでも（東三河在住・在勤
の方優先）

	定 員	 50人（抽選）
	その他	 現地集合・解散
 申込み	 4/24㈫までに生涯学習課（☎

51・2850）
	 	 23387

とよがわ市民ハイキング（11㎞）

	と き	 4/29㈷9:30～14:00（少雨決
行）

	定 員	 300人（申込順）
	料 金	 200円
	その他	 集合は豊橋公園芝生広場
 申込み	 4/22㈰までに住所、氏名、年

齢を豊橋市体育協会（☎63・
3031）

	 	 54745

たはらアルプスハイキング会
（約8㎞）

	と き	 5/13㈰9:30～15:00（雨天決行）
	対 象	 市内在住の小学3年生以上

（小学生は保護者同伴）
 定 員	 50人（申込順）
 その他	 集合は滝頭公園センターハウス

（田原市田原町）
	申込み	 5/6㈰までに直接、豊橋市体育

協会（☎63・3031）
	 	 54754

潮干狩りで生きものを探そう

干潟で見られる貝類やカニ類を観察し
ます。
	と き	 5/19㈯13:00～16:30（雨天順

延5/20㈰）
 ところ	 前芝海岸
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
	講 師	 自然史博物館学芸員
	定 員	 50人（抽選）
	その他	 集合・解散は自然史博物館
	 	 ※バス使用
 申込み	 5/3㈷（必着）までに返信先

明記の往復はがきで行事名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

蒲郡市 形原温泉あじさい祭り 

6/1㈮～6/30㈯
形原温泉あじさいの里

堤一面に咲き誇る5万株のあじさいを楽
しめます。
形原観光協会　☎0533・57・0660

田原市
田原凧まつり
5/26㈯、5/27㈰
トヨタ自動車㈱厚生センターほか

子どもの成長を願う初凧と、糸を切り合うけん
か凧を行います。
渥美半島観光ビューロー　☎0531・23・3516

新城市
長篠合戦のぼりまつり
5/5㈷
長篠城址周辺

武田軍と織田・徳川連合軍の勇壮な戦いを再
現します。
新城市観光協会　☎0536・32・0022

豊川市
豊川市民まつりおいでん祭
5/26㈯、5/27㈰10:00～16:00
豊川市野球場周辺

ダンスコンテスト、農産物の販売などを楽しめ
ます。
おいでん祭実行委員会		☎0533・86・4101

豊根村
芝桜まつり2018
5/12㈯～6/10㈰
茶臼山高原　芝桜の丘

約40万株の芝桜が咲き乱れる花回廊を散策
できます。
（一財）茶臼山高原協会　☎0536・87・2345
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