や
するイベント
スポーツに関
介します。
話題などを紹

GW最終日はスケートで
締めくくろう！

アクアリーナ豊橋 スケート無料開放 大感謝Day
とき：5/6㉁9:00～17:30

スポーツ教室
ミニテニス
とき：5/13～6/10の水曜日
（全5回）
19:00～21:00 ところ：牛川地
（申込順） 料金：2,000円
区体育館 対象：高校生以上 定員：30人
卓球
とき：5/14㈭、
5/28㈭、6/4㈭、6/18㈭、6/25㈭、7/9㈭、7/16㈭
（全7回）10:00～12:00 ところ：前田南地区体育館 対象：20歳
（申込順） 料金：3,000円
以上の方 定員：40人
その他：弓道、
陸上、
日本拳法、乗馬教室も別会場で開
［共通事項］
催。各日程など詳細はホームページ参照 申込み：4/8㈬10:00か
72143
ら料金を豊橋市体育協会
（☎63・3031）
、
各体育施設

集まれ！！春のレクスポ広場
グリーンあそびの広場

開

マレットゴルフやペタンクなど7
種目を体験できます。
とき：5/17㈰10:00～12:00、
13:00～15:00（雨天中止） と
ころ：グリーンスポーツセンター
定員：各150人
（申込順） 申込み：
5/10㈰までに氏名、年齢、電話
番号を豊橋市体育協会（☎63・
72141
3031）
あと3か
まで
月
催

TOKYO
２０２０
東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックに関
わる、市内の「ひと・も
の・こと」
を紹介します。

対象：3歳児以上

その他：貸

靴料300円必要
親子スケート教室
（初心者向け）
時間：9:15～10:15 対象：3歳児以上と保護者
（2人1組）
定員：20組
（申込順） 料金：1,100円 申込み：4/7㈫か
らアクアリーナ豊橋
ラストスケート in the night
イルミネーションで夜を演出したリンクで滑ります。
時間：18:00～20:00 対象：3歳児以上 料金：高校生以
上300円、
中学生以下200円 申込み：4/7㈫からアクア
リーナ豊橋
［共通事項］問合せ：アクアリーナ豊橋（☎31・4781）
72140

青年講座 前期
初級ジャズダンス

市民スポーツ祭
バドミントン大会（ダブルス戦）

とき：5/8～6/12の金曜日
（全6回）
19:30～21:00

とき：5/23㈯9:00

とき：5/9～6/13の土曜日
（全6回）
19:30～21:00

ところ：浜道

地区体育館、大清水地区体育館
対象：東三河地域在住・在学・在勤
（市内在
の方 料金:1組1,500円
住・在学・在勤のペアは1,000円）
申込み：5/8㈮までに直接、
料金、
申込書を豊橋市体育協会
（☎63・
3031）
※申込書は各体育施設で
72142
配布

HIPHOPダンス

ヨガ＆スモールボール

とき：5/13～6/17の水曜日
（全6回）19:30～

21:00
［共通事項］ところ：青少年センター 対象：市内
在住・在学・在勤で18歳以上の方 定員：各20人
（申込順） 料金：各1,200円 申込み：4/1㈬から
16908
青少年センター
（☎46・8925）

歌も走りも大好き！
豊橋市出身 東京2020オリンピック聖火リレーの聖火ランナー
重度の自閉症を持つ小久保さん。
「聖火ランナーとして走る姿が、同じ障害を
持つ方にとって力になれば。」
との思いで両親と応募しました。小久保さんは、小
学3年生の頃から父と共に、
自閉症への理解を深めたいと前向きな歌詞の曲を
作成し、動画などで配信しています。聖火ランナーに決定後も、東京2020オリン
ピックを応援するために
「勝利の向こう側」
を作って配信。
多くの方から勇気や元
気を与えてくれると反響を呼んでいます。
実物と同じ重さのトーチを手作りして、
走る練習をしている小久保さんは、
「支えてくれた地域の皆さんへ感謝の気持ち
を届けたい。
」
と意気込みを語ってくれました。

小久保 椎太さん
（19歳）

18

演劇・コンサートなどの公演や、
ワークショップなど

参加型のイベントを紹介します。

穂の国2020特別演奏会 豊橋交響楽団＆豊橋合唱協会
とき：5/31㈰14:00

ところ：アイプラザ豊橋 曲目：カルミナ・ブラーナ
（オルフ）、左手のためのピアノ協奏曲（ラ
（指揮）
、
智内威雄
（ピアノ）
、
田辺菜美子
（ソプ
ヴェル）
、
オリンピックマーチ
（古関裕而・栗山和樹） 出演：松元宏康
（公財）豊橋文化振興財団、市民
ラノ）
ほか 入場料：一般2,000円、小学生～高校生500円 チケットの販売：随時、
（☎090・3157・1661）
「
、文化のまち」
づ
文化会館ほか 問合せ：穂の国2020特別演奏会実行委員会事務局 小林
72006
くり課
（☎51・2873）

ソプラノ・リサイタル 森谷真理
とき：4/19㈰18:00

ところ：穂の国とよ
はし芸術劇場「プラット」 入場料：全席
指定。S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円 チケットの販売：随時、プラッ
トチケットセンター（☎39・3090）ほ
か 問合せ：三河市民オペラ制作委員会
伊藤
（☎090・3933・3845）

今年度プラットで開催する演目説明や、
ピアノ演奏を行います。
とき：5/2㈯14:00 ところ：穂の国とよは
し芸術劇場
「プラット」 定員：200人程度
（先着順。穂の国とよはし芸術劇場で配
布中の整理券が必要） 問合せ：プラット
チケットセンター
（☎39・3090）

欲望のみ
（プレビュー公演）
とき：6/13㈯13:00、
18:00、6/14㈰13:00

プラット親子わくわくプログラム2020
鈴木智子 クラシカルクロスオーバーの世界

年間プログラム説明会

ところ：穂の国とよ
はし芸術劇場「プラット」 作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッ
チ 出演：古田新太、小池栄子、秋山菜津子ほか 入場料：全席
指定。S席8,000円、A席7,000円、B席5,000円ほか チケット
の販売：会員先行は4/11㈯10:00からプラットチケットセンター
（☎39・3090）、一般は4/25㈯10:00からプラットチケットセ
ンターほか

クラシックとジャズ、
ラテンを融合した音
楽を楽しめます。
とき：7/18㈯①11:00②14:00 ところ：
穂の国とよはし芸術劇場「プラット」 対
象：①どなたでも
（未就学児は保護者同
伴）②小学生以上 出演：鈴木智子（ピ
アノ）、待井裕太（ギター） 入場料：全席
自由。整理番号付き。大人1,500円、子ど
も
（4歳児～高校生）500円、
ファミリー
セット
（大人2枚、子ども2枚）3,600円
※0～3歳児は膝上鑑賞に限り無料 チ
ケットの販売：会員先行は4/5㈰10:00
からプラットチケットセンター（☎39・
3090）、一般は4/12㈰10:00からプラッ
トチケットセンターほか

プラットワンコインコンサート2020
■Lis フランスの風に乗せて
（ソプラノ、
ヴァイオリン、
ピアノ）
とき：5/12㈫19:00～20:00

■白井那奈＆高柳満理奈 二台ピアノで奏でるコンチェルト
とき：7/24㈷11:30～12:30

■Trio Esters フルートで巻き起こす夏の風 心躍るリズムに乗せて
とき：8/21㈮11:30～12:30
ところ：穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」 入場料：
［共通事項］
全席自由。各500円 チケットの
販売：随時、
プラットチケットセン
ター
（☎39・3090）
、
市民文化会館
（☎61・5111）

Trio Esters
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