
コミュニティバス 
かわきたバス 牛川の渡しツアー

	とき	 7/23㈫、7/26㈮、7/30㈫、	
8/2㈮、8/6㈫、8/9㈮、8/20㈫、
8/23㈮10:40～14:00

	対 象	 どなたでも（小学生以下は保
護者同伴）

	定 員	 各6人（申込順）
	料 金	 大人各1,100円、小学生以下

各500円
	申込み	 7/1㈪～各前日17:00に都市

交通課（☎51・2620）
	 		 16235

市民大学トラム

①作中久雄の京都学
　戦国時代と京都を学ぶ
	とき	 8/3㈯、9/7㈯、10/5㈯、11/2㈯、

12/7㈯（全5回）10:00～11:30
	ところ	 アイプラザ豊橋
	料 金	 1,500円
	申込み	 7/19㈮までに生涯学習課（☎

51・2850）またはアイプラザ
豊橋（☎48・3007）

②部屋を彩るせっけんの花
　ソープカービング
	とき	 8/18㈰、9/1㈰、9/29㈰、

10/6㈰、10/20㈰（全5回）
13:30～15:30

	料 金	 6,500円
	申込み	 7/30㈫までに羽根井地区市

民館（☎32・5050）
③ほの国通信を特別配布
　編集者と歩く東三河の生活文化
	とき	 8/25～9/8の日曜日（全3回）

13:30～15:00
	料 金	 1,500円
	申込み	 8/10㈯までに大清水まなび交

流館「ミナクル」（☎26・0010）
④心と身体を心地よく彩るカラー
	とき	 9/4～10/9の水曜日（全6回）

13:30～15:00
	料 金	 1,500円
	申込み	 7/31㈬までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
	 		 ①②④23387③64618

とよはし歴史探訪

■土偶をつくろう
	とき	 8/1㈭、8/2㈮10:00、13:30

（各90分）
■勾

ま が た ま

玉をつくろう
	とき	 8/3㈯～8/9㈮9:30、13:30

（各150分）
［共通事項］
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）
	講 師	 文化財センター学芸員
	定 員	 各30人（抽選）
	料 金	 各500円
	申込み	 7/23㈫（必着）までに、はがき	

（1枚4人まで）で講座名、希望日
時（第2希望まで）、参加者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号を
文化財センター（〒440-0897
松葉町三丁目1☎56・6060）

エコキッズサーキット

施設見学や牛乳パックを使った、はが
き作りなどをします。
	とき	 8/6㈫～8/8㈭13:30～16:00
	ところ	 資源化センター
	対 象	 市内在住の小学生と保護者
	定 員	 各10人程度（抽選）
	申込み	 7/1㈪～7/16㈫に資源化セン

ター（☎46・5304）※ホーム
ページからも申し込み可

	 		 9442

かがやき講座 
夏休み津軽三味線教室

	とき	 8/4㈰、8/18㈰、8/25㈰（全3
回）13:00～14:30

	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の小学生以上（3年生

以下は保護者同伴）
	講 師	 津軽三味線	雅會
	定 員	 10人（申込順）
	料 金 	 600円
	申込み	 7/12㈮から青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

催し・講座
母子家庭の親子交流会

お菓子作りを通し、参加者同士の交流
を深めます。
	とき	 8/4㈰7:40～17:40
	ところ	 おやつタウン（三重県津市

森町）
	対 象	 母子家庭の母と中学生以下
	定 員	 100人（抽選）
	料 金	 13歳以上の方1,200円、4～

12歳児1,000円、3歳児以下
600円

	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	 7/11㈭（必着）までに返信先
明記の往復はがきで参加者全
員の住所・氏名（フリガナ）・生
年月日・電話番号を豊橋市母
子福祉会（〒440-0806八町
通五丁目9☎56・7100※火・
木曜日9:00～15:00）

	 		 24966

体操ボランティアになって地域で活躍！
ほの国体操リーダー養成講座

高齢者向けに体操指導を行う技術を
学びます。
	とき	 8/26㈪、9/2㈪、9/17㈫、

10/1㈫、10/16㈬9:45～
15:00、8/26㈪～10/16㈬に
実習1日（全6回）

	ところ	 市役所講堂
	対 象	 市内在住で20歳以上の方
	講 師	 理学療法士ほか
	定 員	 25人（申込順）
	その他	 受講者に認定証を交付	
	申込み	 8/5㈪までに長寿介護課（☎

51・2339）
	 		 50897
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国際協力と平和について考えよう

■国際協力写真展
	とき	 8/1㈭～8/31㈯9:00～17:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
■映画上映会 ①ソニータ
　②おクジラさま ふたつの正義の物語
	とき	 8/11㈷①10:00②13:30
	ところ	 豊橋市国際交流協会
■コロンえりか コンサート・講演会
　心に窓をもうひとつ
	とき	 8/20㈫13:30～15:30
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 小学生以上
	申込み	 7/3㈬10:00から氏名、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	 tia@tia.aichi.jp）

［共通事項］
 問合せ	 豊橋市国際交流協会

夏休み 匠の技術を学ぼう

■ふとんの秘密を知ろう
ふとん作りの見学と縫い物の体験をし
ます。
	とき	 8/6㈫10:00～11:30、13:30～

15:00
	ところ	 山口ふとん店
	講 師	 山口清子さん（山口ふとん店

店員）
	申込み	 7/30㈫までに商工業振興課

（☎	51・2435）
■金属加工の技を体験しよう
金属加工の見学と金属をやすりで削る
体験などをします。
	とき	 8/21㈬10:00～11:30、13:30～

15:00
	ところ	 ㈱ホシノ
	講 師	 桜井誠さん（㈱ホシノ工場長）
	申込み	 8/14㈬までに商工業振興課

（☎51・2435）
［共通事項］
	対 象	 小学4年～中学3年生
	定 員	 各10人（申込順）
	 		 66071

いきいきフェスタ2019 
親子ふれあい教室  つくろう！あ・そ・ぼ！

こまや風車などを作ります。
	とき	 8/25㈰10:00～12:00、13:00～

15:00
	ところ	 ライフポートとよはし
	対 象	 小学3年生以下と保護者
	定 員	 各25組（申込順）
	申込み	 8/15㈭までに豊橋市社会福

祉協議会（☎
52・1111）

ナガバノイシモチソウ観察会

	とき	 7/27㈯、8/11㈷9:30～11:00
	ところ	 幸公園
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 各60人（申込順）
	その他	 自生地は観察会の2日間以外

立入禁止
	申込み	 7/1㈪から文化財センター（☎

56・6060）

東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

2019年  7月

 9月

〜豊川手筒まつり
8/24㈯18:00～21:00
豊川市野球場

打上花火、仕掛花火などを楽しめます。
豊川手筒まつり実行委員会　
☎0533・86・4101

新城納涼花火大会
8/13㈫19:00～20:45
桜淵公園

山間に響き渡る炸裂音と水面に写る銀滝
が見所です。
新城市観光協会　☎0536・29・0829

夏の茶臼山高原まつり
7/13㈯～9/1㈰10:00～16:30
茶臼山高原

マスつかみ、カヌー体験などを親子で楽し
めます。
（一財）茶臼山高原協会　☎0536・87・2345

海水浴
7/1㈪～8/31㈯
西浦温泉パームビーチ

スイカ割りや盆踊りなどを楽しめます。	

西浦観光協会　☎0533・57・2195

奥三河まんぷく祭
7/27㈯、7/28㈰10:00
道の駅アグリステーションなぐら

採れたての農産物やエゴマ五平餅、鹿肉
の燻

くんせい

製などを販売します。
設楽町観光協会　☎0536・62・1000

豊川市

新城市

豊根村

蒲郡市

設楽町

21 広報とよはし 令和元年7月


