
Web会議システムを使って、

他の学校や外国な

どと交流できます。

また、オンライン授

業でも活用できます。

電子掲示板に意見や考えを書き込み、話し合いをし

ます。瞬時に反映された友だちの意見を踏まえて自

分の考えを練るこ

ともできます。家

庭や離れた教室か

らも参加できます。
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①赤ちゃんクラス②親子クラスで体

操します。

とき：7～9月の木曜日で施設が指定

する日（月3回）①9:30～10:15②

10:30～11:15　ところ：牛川地区体育館

対象：①5か月～1歳児と保護者②未

就園児と保護者　定員：各10組（申

込順）　料金：各月額3,300円　持ち物：

室内用運動靴　申込み：随時、総合体

育館（☎32・9611）　　　94258

赤ちゃん能力アップ
楽しくリズム体操

H P

親子で楽しく簡単リズム体操

とき：7/22～8/12の金曜日（全4回）　と

ころ：南部地区市民館　対象：2歳以上の

未就園児と保護者　定員：15組（抽選）

親子リトミック教室

とき：8/19～9/9の金曜日（全4回）　と

ころ：青陵地区市民館　対象：2歳以上の

未就園児と保護者　定員：15組（抽選）

親子で楽しくすまいるリトミック

とき：8/24～9/14の水曜日（全4回）　

ところ：本郷地区市民館　対象：1歳6

か月以上の未就園児と保護者　定員：

20組（抽選）　料金：200円

［共通事項］

申込み：7/15㈮までにホームページで

必要事項を入力　問合せ：子育て支

援課（☎51・2233）　　　93322

幼児ふれあい教室

親子で作ろう最高の冷やし手打ちうどん

とき：8/7㈰9:30～12:30　対象：

小学4年生以上と保護者　料金：1組

500円　申込み：7/22㈮までに高

豊地区市民館（☎21・2824）

科学実験で謎を解き、宝箱を空けよう！

とき：8/20㈯10:00～11:30　対象：

小学生と保護者　料金：1組500円　

申込み：8/11㈷までに豊岡地区市民

館（☎61・5632）

手打ちうどん作りに挑戦！

とき：8/21㈰ 9:30～12:30　対象：小

学4年生以上と保護者　料金：1組

500円　申込み：7/16㈯までに東部

地区市民館（☎63・3810）

日原いずみの人生や子育てが楽になる

俯瞰的視点のススメ

とき：8/27㈯13:30～15:00　申込み：

8/13㈯までに石巻地区市民館（☎

88・1317）

［共通事項］

ところ：各申込先     　23387

家庭教育セミナー

H P

H P

大きなキャンバスに絵を描き、画家

が完成させます。

とき：8/7㈰10:00～12:00、14:00～

16:00　ところ：こども未来館「ここ

にこ」　対象：ひとり親世帯の親と中

学生以下　講師：五十嵐岳さん（画

家）　定員：各30人（抽選）　料金：各

1人500円　その他：作品は後日こ

ども未来館で展示　申込み：7/19㈫

（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・希望

時間・写真撮影の可否（後ろ姿のみ

可の場合はその旨を記載）を豊橋

市母子福祉会

（〒440-0806

八町通五丁目

9☎56・7100）

　　83066

ひとり親家庭親子交流会
アートイベント

H P

学校に行きづらさを抱える子どもと

上手に向き合う方法を学ぶ

とき：7/23㈯13:30～15:00　申込み：

7/15㈮までに生涯学習課（☎51・

2848）

インターネット社会を正しく生きるための

ネットリテラシー講座

とき：8/6㈯10:00～11:30　申込み：

7/29㈮までに生涯学習課

［共通事項］

ところ：アイプラザ豊橋　対象：小学

生の保護者　その他：小学生が対象

の工作教室を同時開催（500円必

要）　　　23387

子育てお悩み解決塾

H P

カミカミ教室

歯みがきの仕方や離乳食の食べさ

せ方などを学びます。

とき：8/4㈭、8/24㈬、9/8㈭、9/21㈬

9:30～11:30　ところ：保健所・保健

センター　対象：9～11か月児の保護

者　定員：各10組（申込順）　持ち物：

母子健康手帳　申込み：随時、こども

保健課（☎39・9160）　　　45213

紙パックでおもちゃの船を作ります。

とき：8/21㈰10:00～12:00　とこ

ろ：青少年センター　対象：市内在住の

小学生と保護者　定員：10組（抽選）

料金：1組300円　持ち物：500mlの

紙パック、30cmものさし　申込み：

7/21㈭～8/4㈭に青少年センター

（☎46・8925）

※青少年セン

ターホームペー

ジからも申し

込み可

ちびっ子科学スクール
ポンポン船をつくろう H P

ふ かん

離乳食作りを見学し、成長に合わ

せた離乳食の進め方を学びます。

とき：8/5㈮、8/25㈭、9/9㈮、9/22

㈭10:15～11:30　ところ：保健所・保

健センター　対象：5・6か月児の保護

者　定員：各12組（申込順）　持ち物：

母子健康手帳　申込み：随時、ホーム

ページで必要事項を入力　問合せ：

コープあいち豊橋センター（☎43・

5020）、こども保健課（☎39・9160）  

　   45212

モグモグ教室 

H P

歴史や文化、偉人などをテーマに

調べた作品を募集します。

対象：市内在学の小学4年～中学3年生

部門：郷土部門、一般部門　その他：

募集要項は各学校で配布。7/17㈰

10:30、14:30に中央図書館で各定員

25人（先着順）の説明会を開催　申込

み：各学校の指定日までに作品を各学

校　問合せ：中央図書館（☎31・3131）

豊橋っ子 調べ学習コンクール
作品を募集します 
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「春」をテーマにした詩を募集します。
対象：小学生～高校生　その他：未発表の作品（800字以

内）で、1人1篇まで。募集要項は「文化のまち」づくり課、ホー

ムページほかで配布。「帆・ランプ・鷗」賞（作品集、図書カー

ド5千円分、豊橋市の特産品）などあり　申込み：7/21㈭～

9/30㈮（消印有効）に作品を「文化のまち」づくり課

（〒440-8501住所不要☎51・2874）　　　94133

丸山薫「帆・ランプ・鷗」賞の作品を募集します

和太鼓

とき：7/30㈯、7/31㈰、8/6㈯、8/7㈰（全4回）10:00～

11:30　対象：市内在住の小学4～6年生　料金：400円
申込み：7/14㈭までに青少年センター（☎46・8925）※青

少年センターホームページからも申し込み可

将棋

駒の動かし方など、初心者向けの将棋を学びます。
とき：8/10㈬、8/11㈭、8/12㈮（全3回）10:00～12:00　対

象：小学生　料金：300円　申込み：7/10㈰～7/23㈯に青少

年センター※青少年センターホーム

ページからも申し込み可

［共通事項］

ところ：青少年センター　定員：各10

人（抽選）

ジュニアチャレンジ講座 

習字

とき：7/31㈰10:00～12:00　対象：小学3～6年生　定員：

15人（抽選）　持ち物：習字道具　申込み：7/1㈮～7/15㈮に

青少年センター（☎46・8925） ※青少年センターホーム

ページからも申し込み可

クラフトテープを使った工作

とき：8/21㈰13:00～15:00　対象：小学生 　定員：10人（抽

選）　申込み：7/21㈭～8/4㈭に青少年センター※青少年セ

ンターホームページからも申し込み可

［共通事項］

ところ：青少年センター　料金：各100円

シルバーちょこっと講座 

H P

とき：7/30㈯、8/20㈯、8/27㈯（全3回）10:00～12:00　とこ

ろ：こども若者総合相談支援センター「ココエール」　対象：

小・中学生の保護者　講師：藤城由子さん（子育てアドバイ

ザー）　定員：26人（抽選）　申込み：7/15㈮までに電話または

メールで、講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、子どもの

氏名・年齢を、こども若者総合相談支援センター（☎54・7830

   kodomo-sougou-center@city.toyohashi.lg.jp）

※ホームページからも申し込み可　　　90576

怒鳴らん子育て講座
思春期・反抗期との上手なつきあい方

H P

小鷹野浄水場や中島処理場などの施設を見学します。
とき：8/2㈫、8/9㈫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：各20人（抽選）　申込み：

7/11㈪までにホームページで必要事項を入力　問

合せ：営業課（☎51・2761）　　　34987

夏休み水の教室 水の博士になろう

H P

市内や近隣の高校による概要説明を聞き、個別相談がで

きます。
とき：8/7㈰13:30～16:00　ところ：保健所・保健センター
対象：不登校や中途退学などで進路に悩んでいる中学生、

高校生と保護者、教員ほか（同伴者は1人まで） 　問合せ：こど

も若者総合相談支援センター（☎51・2327）　　　80020

定時制・通信制高等学校 合同説明会

H P

パパママ子育て講座

親子でピザを作ろう

とき：8/6㈯9:30～12:00　ところ：南稜地区市民館　対象：

年少～年長児と保護者　講師：樋口敦子さん（食生活アド

バイザー）ほか　定員：10組（抽選）　料金：1,000円　申込

み：7/15㈮までにホームページで必要事項を入力　問合せ：

子育て支援課（☎51・2233）　  　　94070H P

豊橋市は給食費の保護者負担を増やしません！

　原油・原材料価格の高騰が、保育施設や小・中

学校などの給食に影響を及ぼしています。これは

豊橋市でも例外ではなく、これまでは給食の質を

下げないよう献立を工夫して対応してきました。

しかし、さらに物価が高騰する懸念があるため、

当分の間、保育施設などや市立の小・中学校など

では値上がり分の食材購入費を市が支援するこ

とで、質を維持しながらも、保護者負担を増やす

ことなく、給食を提供します。
問合せ　保育施設などについては保育課（☎51・

2315）、小・中学校の給食については保健給食課

（☎51・2821）

とき：8/9㈫10:00～11:00、11:30～12:30　ところ：アクア

リーナ豊橋　対象：5歳児～小学生　講師：萩原健太さん

（プロサーファー）　定員：各50人（抽選）　申込み：7/15㈮ま

でに、こども未来館ホームページで必要事項を入力　問合

せ：こども未来館（☎21・5525）

ここにこ夏休み特別企画
プールでサーフィンをはじめよう！ 
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とき：7/16㈯～11/6㈰

ところ：自然史博物館

料金：大人1,000（870）円、

小・中学生400（350）円

※（）内は前売料金

チケット：前売券は6/17㈮

からJR EX会員用サイト

で販売

Information

問合せ 自然史博物館（☎41・4747）自然史博物館（☎41・4747）

※その他関連イベントを多数開催予定！定員や申込方法など詳しくは自然史
博物館ホームページをご確認ください。

とよはし版GIGAスクール
オンラインスタディ

カセキから復元されるポケモン「カセキポケモ

ン」の実物大骨格想像模型が登場！古生物の標

本と比べてみよう。

古生物とポケモンのイラストから、似ているところ

や違うところを探してみよう！

ポケモンと古生物の骨格を比べてみよう！ポケモ

ンの骨格想像図は「ポケモン化石博物館」で初公

開。カセキから復元されるポケモンの骨格はどう

なっているのかな？

※「カセキポケモン」の骨格図は想像図です。

市内の小学1年～中学3年生を対象に、自

然史博 物 館と各

学 校の教 室をオ

ンラインでつない

で、特別授業を生

中継します！
▲5月の授業のようす

内 容と き

7/16（土）10:30

8/5（金）、8/31（水）
14:00

［解説会］プレミア解説会

［解説会］
「ポケモン化石博物館」展示解説

［ワークショップ］化石クリーニング体験

7/30、8/13、8/20、
9/3、9/17、10/1、
10/15の土曜日
14:30

「ポケモン化石博物館」とは？
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