ゲーム感覚で
ベースボールを楽しもう！

ベースボール遊び
ストラックアウトやスピード測定、
ホームラン競争などを
行います。
とき：11/23㈷10:00～15:00
（雨天中止） ところ：市民球
場 対象：小学生以下と家族 問合せ：豊橋市体育協会
（☎
63・3031）
69656

デンソー女子ソフトボールチーム
による技術指導講習会
キャッチボールや守備練習を行います。
ところ：市
民球場 対象：女子中学・高校生（経験
不問） 定員：200人（申込順） 持ち物：
グローブ、
バット、
ボールほか 申込み：
11/12㈫～11/22㈮に氏名、年齢、電
話番号、
学校名、
学年を豊橋市体育協会
（☎63・3031）
69655
とき：12/7㈯9:00～15:00

集まれ！
秋のレクスポ広場 in グリーン
ペタンクなどを楽しみます。
とき：11/23㈷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：11/22㈮までに希望時
間、氏名、年齢、電話番号を豊橋市体
育協会
（☎63・3031）
69725

施設利用料のみでトレーニング
ルームの体力測定を受けられます
測定したデータを元にトレーニングメ
ニューを作ります。
とき：火～日曜日9:00～20:00 ところ：
アクアリーナ豊橋 料金：大学生以上
400円、
中学・高校生150円 持ち物：室
内用シューズ 問合せ：アクアリーナ豊
橋
（☎31・4781）
69817

市民スポーツ祭

ボウリング
とき：12/25㈬～12/28㈯
（全4回）
13:30～15:30 ところ：岩屋キャノ
ンボウル 対象：小学生以上 定員：40人
（申込順） 料金：一般3,500
円、
小学生～高校生2,500円、
親子
（小・中学生と保護者）
5,000円
スケート
とき：来年1/5～1/26の日曜日
（全4回）
8:30～10:00 ところ：アク
アリーナ豊橋 対象：年長児以上 定員：220人
（申込順） 料金：一
般3,000円、
中学生以下2,500円
（別途、
貸靴料1回300円必要）
申込み：11/7㈭から申込書を豊橋市体育協会、
［共通事項］
各体育
施設
（会場では受け付け不可）
※申込書は各体育施設で配布 問
合せ：豊橋市体育協会
（☎63・3031）
69555

ペタンク大会
とき：12/18㈬9:00 ところ：レクリエーションスポーツ広
場 対象：市内在住の中学生以上 申込み：12/1㈰までに
直接、
豊橋市体育協会
ソフトバレーボール大会
とき：来年2/2㈰9:30 ところ：総合体育館 対象：市内在
住・在学・在勤の小学生以上、豊橋バレーボール協会に登
録のある中学生以上 部門：トリムフリー（男女混合）、
レ
ディースフリー、
ファミリー 料金：1チーム1,000円 申込
み：12/28㈯までに直接、
豊橋市体育協会
問合せ：豊橋市体育協会
［共通事項］
（☎63・3031）
69556

開

スポーツ教室

であと8か
月
催ま

TOKYO
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。

ドイツのテコンドー代表が吉田方小の児童と交流しました

蹴りが速くてびっくりした！

東京2020オリンピックに向けて事前合宿のために来
日したドイツのテコンドー代表が、9月17日㈫、吉田方
小学校の5・6年生と交流しました。選手たちは、蹴りや
組み手を披露したり、
児童の蹴りを受けたりしました。
ド
イツ代表のストライフ・ゲオーグ監督は、
「オリンピック
を通して豊橋とつながりたい。
」
と話しました。
伊藤 禅さん
（6年）
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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。

小曽根真＆児玉桃 スペシャル・コンサート
とき：来年2/11㈷16:00

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6,000円、
A席4,000

円、S席24歳以下3,000円ほか チケットの販売：会員先行は11/9㈯10:00からプラットチケットセンター（☎39・
3090）
、
一般は11/23㈷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2019
今回のコンサートの見どころについ
て、
プラット職員が紹介します。

長坂 奈保美

日本を代表するジャズ・ピアニス
トの小曽根真さんが2年ぶりにプ
ラットに登場します。
今回は、パリを拠点に国際的に
活躍する実力派ピアニストの児玉
桃さんとのスーパーデュオ。第1部
は、児玉さんがショパンプログラム
を、小曽根さんがオリジナルのジャ
ズナンバーを、ソロ演奏でお届け
します。第2部は、バルトークの名
曲「2台のピアノと打楽器のための
ソナタ Sz110」をメインに、
ピアノ
と打楽器によるアンサンブルをお
楽しみいただける、聴きどころ満載
のプログラムです。
一瞬一瞬のひらめきを大事にす
る最高のステージが繰り広げられ
ます。
ぜひ、
ご期待ください。

19 広報とよはし 令和元年11月

①白井那奈＆高柳満理奈
ピアノの調べ バロックから近現代へ
とき：11/29㈮14:00～15:00
②Trio Esters フルートで起こす化学反応
トリオで奏でる新たな響き
とき：来年1/5㈰14:00～15:00
③Lis 歌の翼に乗せて 3人の女たちの響宴
（ソプラノ、
ヴァイオリン、
ピアノ）
とき：来年3/19㈭14:00～15:00
ところ：穂の国とよはし芸術
［共通事項］
劇場「プラット」 入場料：全席自由。各
②③は
500円 チケットの販売：①は随時、
11/9㈯10:00からプラットチケットセン
ター（☎39・3090）、市民文化会館（☎
61・5111）

飽海人形浄瑠璃
吉田文楽定期公演

♪

とき：11/24㈰13:30

ところ：市民文化
会館 演目：恋女房染分手綱重の井子別
れの段、傾城阿波鳴門順礼歌の段 その
他：徳島市の阿波人形浄瑠璃平成座が
「文化のまち」
づくり課
特別出演 問合せ：
6683
（☎51・2873）

三遠南信ふるさと歌舞伎交流
豊橋大会
とき：11/17㈰10:00

ところ：穂の国とよ
はし芸術劇場「プラット」 演目：信州川
中島合戦 輝虎配膳の場ほか5演目 出
演：豊 橋 素 人 歌 舞 伎 保 存 会 ほ か 問
合 せ：
「 文 化 のまち」づくり課（ ☎ 5 1・
6683
2873）

♪

ロ字ック 日常と舞台を繋ぐ
演劇ワークショップ

演劇を観る、語る
作品にもう一歩近づくレッスン

コミュニケーションに焦点を当てた演劇
の表現手法を考えます。
とき：11/19㈫19:00～21:00 ところ：穂
の国とよはし芸術劇場「プラット」 対
象：中学生以上
（経験不問） 講師：日高
ボブ美さん（□字ック劇団員）ほか 定
員：20人
（申込順） 料金：500円 申込み：
随時、
申込書を穂の国とよはし芸術劇場
（☎39・8810）
※申込書は穂の国とよは
し芸術劇場、市民文化会館、
「 文化のま
ち」
づくり課ほかで配布。
プラットホーム
ページからも申し込み可

演劇を観るポイントや劇評のこつを学び
ます。
とき：11/23㈷13:00、
12/8㈰13:00、
来年
1/19㈰13:30
（全3回） ところ：穂の国と
よはし芸術劇場
「プラット」 対象：高校生
以上で、
「二兎社43 私たちは何も知らな
い」
（ 本紙10月号19ページ参照）
を観劇
（朝日新聞記
する方 講師：山口宏子さん
24歳以下500
者） 料金：一般2,000円、
円 申込み：11/13㈬までに申込書を穂の
国とよはし芸術劇場
（☎39・8810）
※申込
書は穂の国とよはし芸術劇場ほかで配布。
プラットホームページからも申し込み可

