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祇園祭

①手筒花火、②打上花火、③みこし渡
と

御
ぎょ

を行います。
	とき	 ①7/19㈮18:30～22:00	

②7/20㈯18:00～21:00	
③7/21㈰17:00

	ところ	 吉田神社、豊
とよがわ

川河畔ほか
	その他	 7/19㈮、7/20㈯は交通規制を

実施。規制区域など詳細は豊
橋祇園祭奉賛会ホームページ
参照。祇園祭写真コンクール
の応募は、8/15㈭までに作品
を豊橋祇園祭奉賛会（〒440-
0891関屋町2）

 問合せ	 豊橋祇園祭奉賛会（☎53・
5528）、観光振興課（☎51・
2430）

知っトク！豊橋ゼミナール

■二川にある工場の秘密を探ろう
　今、二川の物づくりが熱い！
	とき	 9/4㈬、9/11㈬、9/25㈬、

10/9㈬（全4回）13:30～
15:00

	ところ	 シンフォニアテクノロジー㈱、
福井ファイバーテック㈱、二川
地区市民館

	申込み	 8/20㈫までに二川地区市民館
（☎41・0551）

■多米の今昔物語
　民話語りと乗小路峠歩き
	とき	 9/7㈯、9/21㈯、10/5㈯、

10/19㈯（全4回）13:30～
15:00

	ところ	 東陽地区市民館
	申込み	 8/15㈭までに東陽地区市民館

（☎61・7741）
［共通事項］
	 		 23387

家具等再生品展示・販売会

	とき	 7/20㈯～7/25㈭9:30～16:00
	ところ	 資源化センター
	その他	 中型、小型家具は即売。大型家

具は後日、当選者が運搬。再生
品はホームページでも閲覧可

	申込み	 大型家具は開催期間中に会場
で受け付け

 問合せ	 収集業務課（☎61・4136）
	 		 9259

令和初バイオマス利活用センター
子ども見学会

	とき	 7/27㈯、7/28㈰9:30～11:00
	対 象	 市内在住の小学4～6年生と保

護者
	定 員	 各40組（申込順）
	申込み	 7/1㈪～7/19㈮に下水道施設

課（☎46・2854）
	 		 66199

まちなか☆こども夜店

お化け屋敷やヨーヨー釣りなどを楽し
めます。
	とき	 7/27㈯16:00～20:00（荒天

中止）
	ところ	 こども未来館「ここにこ」、豊橋

駅南口駅前広場、花園商店街
ほか

 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）、
こども未来館（☎21・5525）

	 		 66257

催し・講座
ごみはどこに行くの？
夏休みごみ処理施設見学会

バイオマス利活用センターなどを見学
します。
	とき	 7 / 30㈫、8/2㈮、8/20㈫

13:00～17:00
	対 象	 市内在住の方（小学生以下は

保護者同伴）
	定 員	 各25人（申込順）
	その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前※バス使用
	申込み	 7/1㈪から環境政策課（☎51・

2417）
	 		 66253

さくらピア サマースクール
夏休み映画会

貸し切りで「ペット2（吹き替え）」を観
賞します。
	とき	 8/28㈬10:00～12:00
	ところ	 ユナイテッド・シネマ豊橋18
	対 象	 障害者手帳を所持する小学生～

高校生と付添者、家族
	定 員	 100人（申込順）
	料 金	 500円
	その他	 手話通訳・要約筆記などあり	
	申込み	 7/2㈫～8/27㈫に直接、料金

を、さくらピア（☎53・3153）
	 		 32402
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豊橋みなとフェスティバル2019

港で働く船や車の展示と、三河港の遊
覧体験を行います。
	とき	 7/15㈷10:00～18:00（小雨

決行）
	ところ	 カモメリア周辺
	その他	 乗船時間など詳細はホーム

ページ参照。豊橋駅と会場を
結ぶシャトルバスを運行

 問合せ	 豊橋みなとフェスティバル実
行委員会事務局（豊橋商工会
議所内☎53・7211）、みなと振
興課（☎34・3710）

	 		 67266

たべもの探検バスツアー

食品工場の見学やバター作り体験な
どをします。
	とき	 8/6㈫9:30～15:00
	ところ	 天狗缶詰㈱三河工場、中央製

乳㈱
	対 象	 市内在住の小・中学生と保護者

（未就学児の同伴不可）
	定 員	 40人程度（抽選）	
	その他	 集合・解散は南部学校給食共

同調理場
	申込み	 7/12㈮（消印有効）までに、は

がき、またはEメールで参加
者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号、子どもの学校
名・学年を（公財）豊橋市学校
給食協会（〒441-8063橋良
町字向山4-41☎45・4511	
kyushoku@mx2.tees.ne.jp）

	 		 40512

子育てお悩み解決塾Ⅲ

■中野弘二から学ぶ
　子どもの個性の磨き方！
	とき	 8/3㈯10:00～12:00
	ところ	 羽根井地区市民館
	対 象	 小学生の保護者
	その他	 小学生対象の米粉マドレーヌ作

り教室を同時開催（500円必要）
	申込み	 7/12㈮までに羽根井地区市

民館（☎32・5050）
	 		 23387

夏休み水の教室
水の博士になろう

上下水道局施設や牟呂松原頭首工な
どを見学します。
	とき	 8/8㈭9:00～16:00
	対 象	 市内在学の小学4～6年生（保

護者同伴可）
	定 員	 40人（抽選）
	その他	 集合・解散は上下水道局※バ

ス使用
	申込み	 7/9㈫（必着）までに、はがき、

またはEメールで参加者全員
の住所・氏名・年齢・学校名・学
年・電話番号を営業課（〒440-
8502住所不要☎51・2761	
info_water-eigyo@city.
toyohashi.lg.jp）

	 		 34987

岩屋緑地ボランティア
育成講座

自然観察・保全活動の方法を学びます。
	とき	 8/25㈰、9/22㈰、10/13㈰、

11/24㈰、12/8㈰、来年2/9㈰
10:00～12:00（12/8㈰、2/9㈰
は9:00から。全6回）

	ところ	 視聴覚教育センター、岩屋緑
地休憩所

	講 師	 岩屋緑地に親しむ会会長ほか
	定 員	 20人（抽選）
	申込み	 7/4㈭～8/16㈮に住所、氏名、

電話番号を公園緑地課（☎
51・2655	 56・1230）

	 		 66103

東三河のバス運賃が50円に！
整理券ラリーに参加しよう

整理券などを集めると、そば打ち体験
などが当たります。
	とき	 7/20㈯～9/1㈰
	対 象	 小学生
	その他	 高速バスを除く。現金払いに限

る。通常の子ども運賃が50円
未満の区間は、その運賃。柿の
里バス、かわきたバスは無料

 問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 		 66213

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子で力を合わせ、
　楽しくパンづくり！
	とき	 7/25㈭10:00～11:30
	ところ	 南部地区市民館
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 1,200円
	申込み	 7/14㈰までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■消防署で見て、聞いて、体験して！
　親子でなりきり消防士！
	とき	 8/4㈰9:30～11:30
	ところ	 中消防署
	対 象	 小学生と保護者
	申込み	 7/16㈫までに南陽地区市民館

（☎48・6576）
■石巻の事業所を見学しよう
	とき	 ①8 / 9㈮14 : 0 0～15 : 3 0	

②8/20㈫10:00～11:30	
③8/21㈬13:30～15:00

	ところ	 ①グループホームきのみ②中
部電力㈱豊橋電力センター	
③㈱豊橋印刷社

	対 象	 小・中学生（②は保護者同伴）
	申込み	 7/20㈯までに石巻地区市民館

（☎88・1317）
［共通事項］
	 		 23387
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