
さくらピア 屋上プールオープン

 とき 7/7㈫～9/6㈰10:00～12:00、

13:00～16:45（午前が利用不

可の日あり）

 対 象 障害者手帳所持者と家族、友人

 問合せ さくらピア（☎53・3153 53・

3200）

32402

天体望遠鏡を作って星空を見よう

35倍の望遠鏡を作り、風景や月を観察

します。

 とき 7/25㈯10:00～11:30、18:00～

19:00

 ところ 視聴覚教育センター

 対 象 どなたでも（中学生以下は保護

者同伴）

 定 員 各30人（申込順）

 料 金 各2,500円

 持ち物 三脚、懐中電灯

 申込み 6/10㈬から視聴覚教育セン

ターホームページで必要事項

を入力

 問合せ 視聴覚教育センター（☎41・

3330）

スポーツ教室

■剣道

とき 8/4㈫～8/8㈯（全5回）9:00～

12:00

 ところ ①武道館②草間地区体育館

 対 象 小学5年～中学生

 定 員 ①50人②30人（各申込順）

■卓球

とき 8/4㈫～8/9㈰（全6回）10:00～

12:00

 ところ 前田南地区体育館

 対 象 小・中学生

 定 員 60人（申込順）

［共通事項］

 料 金 各2,500円

 その他 水泳、ソフトテニスなどを別会

場で開催
 申込み 6/5(金)10:00から料金を豊橋

市体育協会（☎63・3031）、各

体育施設

75377

家庭教育セミナー

■おもしろ科学実験

スライムをつくろう！

とき 7/4㈯10:00～11:30

料 金 100円

 申込み 6/18㈭までに東部地区市民館

（☎63・3810）

■楽しい夏休みのポスター作り

とき 7/19㈰10:00～12:00

料 金 100円

 申込み 7/1㈬までに羽根井地区市民館

（☎32・5050）

■模擬裁判を体験しよう

今日は君が裁判官だ！

 とき 7/29㈬10:00～11:30

 ところ 名古屋地方裁判所豊橋支部

 申込み 7/7㈫までに中部地区市民館

（☎53・0638）

■JR豊橋駅で探検隊

駅員さんを体験してみよう！

 とき 8/1㈯10:00～11:30

 ところ JR豊橋駅

 申込み 7/5㈰までに豊城地区市民館

（☎53・3304）

［共通事項］

 ところ 明記していないものは各申込先

 対 象 小学生と保護者

23387

豊橋美術展

東三河の作家による美術作品を展示

します。

 とき ［写真・書道］8/25㈫～8/30㈰

［絵画・彫刻・デザイン］9/1㈫～

9/6㈰※各最終日は16:00まで

 ところ 美術博物館

 問合せ 美術博物館（☎51・2882）

二川宿本陣まつり 七夕の節句

 とき 6/27㈯～7/7㈫

■ミニ笹飾りを作ろう

とき 7/4㈯10:00～16:00

［共通事項］

 ところ 二川宿本陣資料館

 料 金 無料（入館料必要）

 問合せ 二川宿本陣資料館（☎41・8580）

催し・講座

豊橋筆
職人に習う筆作り体験

 とき 6/14㈰10:00～12:00、13:00～

16:00

 ところ 駒屋

 料 金 各1,000円

 問合せ 駒屋（☎41・6065）

ジオツアー①
豊
と よ が わ

川の石はどこから？

河原の石の観察方法などを学びます。

 とき 7/25㈯9:00～16:30（雨天順

延7/26㈰）

 ところ 新城市、設楽町

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

 講 師 自然史博物館学芸員

 定 員 20人（抽選）

 その他 集合・解散は、のんほいパーク

※バス使用

 申込み 7/9㈭（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）

さくらピア
夏休み親子 de 防災＆ボッチャ教室

発達障害者の避難所生活を学び、障害

者スポーツを体験します。

 とき 7/19㈰10:00～12:00

 対 象 市内在住・在学の小学生以上

と付添者

 講 師 鈴木祥子さん（enjoy☆ボッ

チャ代表）ほか

 定 員 40人（申込順）

 料 金 100円

 その他 手話通訳・要約筆記などあり

 申込み 6/2㈫9:00から、さくらピア（☎

53・3153 53・3200）

32402
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高校生の未来を応援！
返還義務のない奨学金を支給します

 期 間 認定から修学期間終了まで

 対 象 来年3月に市内の高校、高等専

修学校を卒業し大学などへ進

学予定で、保護者が市内在住

かつ経済的な理由により修学

が困難な学生

 定 員 市内の高校、高等専修学校から

の推薦により各1人

 支給額 30～40万円（学費に応じて

決定）

 申 請 各学校の指定日までに申請書を

各在籍校※申請書は教育政策

課、各学校、ホームページで配布

 問合せ 教育政策課（☎51・2819）

73379

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

こども保健ボランティア

乳幼児健康診査などで保護者の手助

けをします。

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 子育て経験のある20歳以上の方

 その他 6/30㈫9:30に講習会あり（申

込制）

 申込み 随時、こども保健課（☎39・9160）

49826

民間保育所保育士、
認定こども園保育教諭

民間保育所37園、民間認定こども園

21園の保育士・保育教諭を募集しま

す。申込方法など詳細は各法人（園）へ

お問い合わせいただくか、ホームペー

ジをご覧ください。

 問合せ 保育課（☎51・2309）

50343

市民スポーツ祭 剣道大会

 とき 8/23㈰9:00

 ところ 総合体育館

 対 象 市内在住・在学・在勤の小学3

年生以上

 料 金 400円

 その他 ゲートボール大会も別会場で

開催

 申込み 7/11㈯までに申込書と料金を

豊橋市体育協会、各体育施設

※申込書は各体育施設で配布

 問合せ 豊橋市体育協会（☎63・3031）

75378

四季の行事教室 七夕のつどい

ミニ笹飾りを作り、七夕にちなんだ話

を聞きます。

 とき 7/4㈯13:00～15:00

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住の小学生以下と家族

 定 員 50人（申込順）

 料 金 100円

 申込み 6/2㈫から青少年センター（☎

46・8925）

16908

支 援

児童手当の現況届の
提出期限は6月30日㈫です

6月分以降も継続して児童手当を受け

るには、現況届の提出が必要です。6月

上旬に、対象者宛てに現況届を送付し

ます。提出期限を過ぎても届かない方

は、お問い合わせください。

 問合せ こども家庭課（☎51・3161）

22755

コレクション展
ゆったり、美術館散歩

旅をテーマにした絵画や歴史資料約

80点を展示します。

 とき 6/2㈫～7/12㈰

 観覧料 一般400（300）円、小学生～高

校生200（100）円※（　）内は

団体料金

■ギャラリートーク

とき 6/14㈰、7/5㈰

講 師 美術博物館学芸員

料 金 無料（観覧料必要）

［共通事項］

 ところ 美術博物館

 問合せ 美術博物館（☎51・2882）

人にやさしいまちづくり啓発講座

車いす体験などを通して、安心して暮

らせる街について考えます。

 とき 7/4㈯、7/18㈯、8/1㈯（全3回）

10:00～15:30

 ところ カリオンビル

 定 員 40人（申込順）

 その他 受講者に認定証を交付

 申込み 6/1㈪～6/23㈫に住所、氏名、

年齢、電話番号を建築指導課

（☎51・2587 56・3815

kenchikushido@city.

toyohashi.lg.jp）

51796

上級救命講習

心肺蘇生法、外傷の手当の仕方、搬送

法などを学びます。

 とき 7/19㈰9:00～17:00

 ところ 中消防署

 対 象 中学生以上

 定 員 20人（抽選）

 その他 修了証を交付

 申込み 6/20㈯までに、はがき、または

Eメールで講習名、住所、氏名、

生年月日、職業、電話番号を消

防救急課（〒440-0874東松山

町23☎51・3101 teate99@

city.toyohashi.lg.jp）

71001
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