
知っトク！ 豊橋ゼミナール

①百儂人の葡萄づくりを学ぶ＆
　蔓

つ る

でXmasリース作り
 とき	 5/12㈰、6/9㈰、9/8㈰、12/8㈰

（全4回）10:00～11:30
	ところ	 北部地区市民館、岩瀬農園
	料 金	 500円
 申込み	 4/20㈯までに北部地区市民館

（☎53・4212）
②ささゆり・表浜海岸・田園風景
　自然豊かな高豊を撮ろう
 とき	 5/16㈭、5/30㈭、6/13㈭、	

6/27㈭、7/11㈭（全5回）9:30～
11:00

	ところ	 高豊地区市民館ほか
	料 金	 800円
 申込み	 4/26㈮までに高豊地区市民館

（☎21・2824）
③再発見！高師台の自然と産業
 とき	 5/18㈯、6/1㈯、6/15㈯、6/29㈯、

7/13㈯（全5回）10:00～11:30
※7/13は18:00～20:30

 申込み	 5/8㈬までに高師台地区市民館
（☎48・1321）

④観音様だけじゃない！
　もっと知りたい岩屋緑地の ヘーほー
 とき	 5/18㈯、6/1㈯、6/8㈯（全3回）

13:30～15:00
 申込み	 4/30㉁までに東部地区市民館

（☎63・3810）
⑤名市大 瀬口哲夫 名誉教授が案内

する建築物から探る豊橋の近現代
 とき	 5/18～6/8の土曜日（全4回）

14:00～15:30※6/8は現地見
学で13:30～16:00予定

	ところ	 大清水まなび交流館「ミナク
ル」ほか

 申込み	 4/21㈰までに南稜地区市民館
（☎26・0010）

⑥まるごと石巻４ 石巻を撮る
　石巻の撮影スポットを紹介
 とき	 5/21㈫、6/4㈫、6/18㈫、7/9㈫、

9/17㈫、10/12㈯、10/29㈫（全
7回）10:00～11:30※10/12は
18:00～20:00

	ところ	 石巻地区市民館ほか
 申込み	 4/30㉁までに石巻地区市民館

（☎88・1317）
［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
	 		 ①～④⑥23387⑤21358

市民大学トラム

■はじめての発声練習＆和やか
　身体ストレッチ（初心者向け）
 とき	 5/9㈭、6/6㈭、7/4㈭、8/1㈭、

9/5㈭（全5回）14:00～15:30
	料 金	 1,500円
 申込み	 4/19㈮までに南陽地区市民館

（☎48・6576）
■東三河の自然（植生）の
　移り変わりを研究する
 とき	 5/11㈯、5/25㈯、6/8㈯、6/22㈯、

7/6㈯（全5回）10:00～11:30
※6/8は9:00～16:00

	料 金	 1,500円
 申込み	 5/2㉁までに高師台地区市民館

（☎48・1321）
■一針一針に思いを込めて
　杉浦捷子先生と布絵を描こう
 とき	 5/31㈮、6/14㈮、7/12㈮、8/9㈮、

9/13㈮（全5回）10:30～12:00
	料 金	 4,500円
 申込み	 5/9㈭までに二川地区市民館

（☎41・0551）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 		 23387

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子で楽しくパン作り
　メロンパン作りに挑戦！
 とき	 5/12㈰10:00～12:00
	料 金	 500円
 申込み	 4/21㈰までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）
■超リアル！おこづかいゲーム
　小学生が身につけたい金銭感覚
 とき	 5/19㈰10:00～11:30
 申込み	 5/5㈷までに吉田方地区市民館

（☎32・3978）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	対 象	 小学生と保護者
	 		 23387

東三河生涯学習連携講座
再発見！東三河の宝 春編

東三河各地の魅力を再発見します。
 とき	 ①5/10㈮10 :00～12 :00	

②5/24㈮13:00～16:00③6/7㈮
11:00～14:00（全3回）

	ところ	 ①あじさいの里（蒲郡市金平
町一ノ沢）②伊古部海岸③きら
らの森（設楽町田峯字段戸）

	対 象	 どなたでも（東三河在住・在勤
の方優先）

	定 員	 50人（抽選）
 申込み	 4/19㈮までに生涯学習課（☎

51・2848）
	 		 23387

豊橋市国際交流協会 春学期語学講座
（英語、中国語、ドイツ語、イタリア語）

 とき	 5～7月の当協会指定日（各全
10回）

	料 金	 一般各9,000円、会員各7,000円
 その他	 4/13㈯10:30～16:10に無料

体験あり。内容など詳細は豊
橋市国際交流協会ホームペー
ジ参照

 申込み	 4/24㈬までに返信先明記の
往復はがき（1講座1枚）で講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、職業、電話番号を豊橋市国
際交流協会（〒440-0888駅前
大通二丁目33-1開発ビル3階
☎55・3671）
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牛川遊歩道・多米配水場
市民ハイキング

牛川遊歩公園や牛川原人の碑の周辺
など約9㎞を歩きます。
 とき	 4/28㈰9:30～13:30（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、解散は多米

配水場。雨天などによる中止
決定は当日7:00にホームペー
ジに掲載

 申込み	 4/21㈰17:00までに住所、氏
名、年齢を豊橋市体育協会（☎
63・3031）

	 		 63668

市民スポーツ祭
豊橋自然歩道ハイキング会

座談山の豊橋自然歩道約8㎞を歩き
ます。
 とき	 5/19㈰9:30～15:00
	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・解散は長尾池隣の東屋
 申込み	 5/12㈰までに豊橋市体育協会

（☎63・3031）
	 		 63666

なかよし料理講習会

料理を通じて参加者と交流を深めます。
 とき	 5/8～来年3/11のおおむね第2

水曜日（全10回）10:00～13:00
	ところ	 あいトピア
	対 象	 市内在住の障害者と付添者
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 4,000円
 申込み	 4/1㈪～4/10㈬に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

まちづくり出前講座

本市の事業や、まちづくりに関する講
座を行います。
 とき	 祝・休日、12/29～来年1/3を

除く希望日
	ところ	 市内の公共施設など（申込者

が用意）
	対 象	 市内在住・在学・在勤で、おお

むね10人以上のグループ
	料 金	 無料（材料費など実費必要）
 申込み	 希望日の1か月前までに申込

書を広報広聴課（〒440-8501
住所不要☎51・2166	 56・
5711）※申込書などは各地区・
校区市民館などで配布。ホーム
ページからも申し込み可

	 		 10608

東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

2019年  5月

 6月
〜田原凧まつり

5/25㈯、5/26㈰
田原市総合体育館周辺ほか

色とりどりの初凧や、大空で糸を切り合
うけんか凧を楽しめます。
渥美半島観光ビューロー　☎0531・23・3516

奥三河アートフェスティバル
5/3㈷、5/4㈷9:00　
名倉小学校ほか

木造校舎で、陶芸や絵画、書などの作品を
観覧できます。
奥三河アートフェスティバル実行委員会　☎0536・65・0309

豊川市民まつり おいでん祭
5/25㈯、5/26㈰10:00～16:00
豊川市野球場周辺

ダンスコンテストや農産物の購入、グルメ
コーナーを楽しめます。
おいでん祭実行委員会　☎0533・86・4101

形原温泉 あじさい祭り
6/1㈯～6/30㈰
形原温泉あじさいの里

堤一面の5万株のあじさいを観賞できます。	

形原観光協会　☎0533・57・0660

芝桜まつり2019
5/11㈯～6/9㈰8:30～18:00
茶臼山高原 芝桜の丘

約40万株の芝桜の中を散策できます。	

（一財）茶臼山高原協会　☎0536・87・2345

田原市

設楽町

豊川市

蒲郡市

豊根村
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