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触れてみよう、ドキ土器

s とき 7月28日g 午後1時〜4時s ところ 美術博物館
（豊橋公園内）s対象 小学4年生以上（小学生は保護者同
伴）s内容 ふだんはなかなか触れることのできない土
器、石器、埴輪など遺跡からの出土品に直接触れて、古
代人の心に近づきますs講師 当館学芸員s定員 30人
（申込順）s 参加料 無料（資料代50円必要）s 申し込み
7月9日午前9時から美術博物館（151･2879）

ジュニア・チャレンジ講座

硬式テニス

地元農産物を使ってひと工夫
s日程など 下表s内容 地元農産物を食材として上
手に活かす方法を学びますs定員 各20人（抽選）
s参加料 無料（材料費1,000円程度必要）s申し込み
7月13日（必着）までに返信先明記の往復はがき（1枚
に つ き 1 希 望 日 2 人 ま で ）で 参 加 者 全 員 の 住 所 ・ 氏
名・電話番号、希望日を農政課（〒440−8501住所不
要 151・2473）

■地元農産物を使ってひと工夫
時間は午前9時30分〜正午

sとき 7月24日c〜8月23日eの火・木曜日（8月14日・16
日を除く）
（全8回）午後3時〜4時30分sところ 青少年セン
ター（牟呂町字東里）s対象 市内在住の小学生s定員 20
人（申込順）s参加料 無料s持ち物 ジュニア用ラケット
s申し込み 7月7日から青少年センター（146・8925）

匠の技術を学ぼう

とき

献立

8月 3日F
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（高師町字北原）
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■匠の技術を学ぼう
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講師※敬称略

①板金加工の技術を学ぼう
−何でも造る、一品料理の板金屋−

7月29日a
(株)大栄製作所
午前10時〜11時30分 （雲谷町字外ノ谷）

②ロボット製作の技術を学ぼう
−失敗から生まれるアイデア−

視聴覚教育センター
8月 4日g
藤原喬之
午前10時〜11時30分 （大岩町字火打坂）

③船大工の技術を学ぼう
−木工船模型に宿る船大工の技−

嵩山工房
8月 5日a
午前10時〜11時30分 （嵩山町字下角庵）

④ロボット製作の技術を学ぼう
−失敗から生まれるアイデア−

8月 4日g
午後1時30分〜3時

視聴覚教育センター
藤原喬之
（大岩町字火打坂）

⑤船大工の技術を学ぼう
−木工船模型に宿る船大工の技−

8月 5日a
午後1時30分〜3時

嵩山工房
（嵩山町字下角庵）

スペシャルツアー 星空たんけん
sとき 7月25日d午後2時〜4時s対象 小学生以上
（小学3年生以下は保護者同伴）s 内容 ふだん見る
ことができないプラネタリウムの施設内を説明を聴
きながら見学します。星座早見盤の使い方やドーム
を使って季節の星座を学びますs 定員 15人（先着
順）s 参加料 大人150円、中学生以下30円s 申し込
み 7月11日午前8時30分から視聴覚教育センター

河合和明

中野春一

中野春一

ワークショップ マグネット人形
sとき 8月7日c 午前9時30分〜正午s対象 小学生
（小学3年生以下は保護者同伴）s内容 人形型に切り抜
いた板にマグネットを貼り付け色付けをしますs定員
30人（申込順）s参加料 無料（材料費300円必要）s持
ち物 筆記用具s申し込み 7月20日午前8時30分から視
聴覚教育センタ−

親子初級パソコン講習会
ワークショップ 焼杉の壁飾り
sとき 8月4日g 午前9時〜正午s対象 小・中学生
（小学3年生以下は保護者同伴）s内容 動物型に切り抜
いた日本杉に、バーナーで焼き目をつけて壁飾りを作
りますs定員 30人（申込順）s参加料 無料（材料費
300円必要）s持ち物 筆記用具s申し込み 7月19日午
前8時30分から視聴覚教育センタ−

s とき ①7月21日g ・22日a ②7月28日g ・29日a
③8月 4日g・5日a④8月12日a・19日a午後1時〜4
時（全2回。①〜④すべて同じ内容）s対象 小・中
学生の親子でウィンドウズ基本操作のできる方s 内
容 インターネットやエクセルを操作して自由研究
のデータ収集と表作成などを親子で学びますs 定員
各20組（申込順）s受講料 1,500円s持ち物 筆記用
具s 申し込み 7月10日午前8時30分から視聴覚教育
センター
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豊橋みなとフェスティバル港楽園
と き
ところ

7月16日（祝）午前9時30分〜午後5時
カモメリア（ポートインフォメーション
センター・神野ふ頭町）
、岸壁周辺

s内容など

［マリンステージ］ ゲキレンジャーショー／午前11時、
午後3時。ビンゴ大会／午後0時45分・午後4時※各回1
時間前にカード配布
［ポート･ショップ＆プラザ］弁当・飲み物の販売、各種
団体による展示コーナー、ミニ新幹線
［シーパラダイス］ ちびっこ相撲大会、レクリエーショ
ン・スポーツ、バッテリーカー／有料、親子で凧作り
教室（有料）
［クルーズ･ランド］海上保安庁巡視船「すずか」一般公

問合先
豊橋みなとフェスティバル実行委員会事務局（商工
会議所内153・7211）
、港湾活性課（134・3710）

開／午前10時30分〜午後3時／無料。遊覧船による三河
湾クルーズ／1時間の船旅、8便就航／大人200円、子ど
も100円。先着順。ヘリコプター・水陸両用ホバークラ
フトの展示、中部小型船安全協会パトロール艇出艇式
［バスツアー］みなと巡りと工場見学／約1時間30分で花
王㈱、㈱豊橋造船見学（無料）
。5回実施。各回50人（整
理券配布）
［スタンプラリー］3か所でスタンプを押してステキな景
品をもらおう！

■バス時刻表 所要時間約20分
（料金／大人360円、子ども180円）※は臨時便
西駅前発

至市街

港湾合同庁舎発

ポートインフォメーションセンター

8：05

※13：25

10：01

16：41

・マリンステージ ・ポートショップ&プラザなど

9：15

14：50

※11：02

17：53

※ 9：55

15：55

12：11

19：35

10：25

17：05

※13：02

※20：22

11：25

18：35

14：26

21：20

神
野
大
橋

ライフポートとよはし

P

P

15：31

12：35

駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
クルーズランド

シーパラダイス

三河港

地下資源館・視聴覚教育センターの催し
野外観察会 石の図鑑をつくろう

地下資源館（141・2833）
野外観察会 高師小僧調査隊
sとき 7月26日e 午前9時〜正午（雨天順延27日f ）
sところ 豊橋市内s対象 小学4年生〜中学生s内容
愛知県の天然記念物「高師小僧」の指定地とその周辺
を歩いて産出のようすを調べますs講師 当館学芸員
s定員 25人（申込順）s参加料 300円s申し込み 7
月10日午前8時30分から地下資源館

sとき 8月9日e 午前9時〜午後4時（雨天順延10日f ）
sところ 豊橋市、新城市ほかs対象 小学4年生〜中
学生s内容 豊川下流の石のふるさとをバスで訪ね、
東三河の大地のなりたちをさぐりますs講師 当館学
芸員s定員 25人（申込順）s参加料 300円s申し込み
7月13日午前8時30分から地下資源館

視聴覚教育センター（141・3330）

ワークショプ 天体望遠鏡をつくろう

親子で楽しむ星空観望会

sとき 8月5日a午前10時〜11時30分、午後1時〜2時30
分s対象 どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
s内容 サイエンス・ボランティアの指導で月のクレ
ーターや木星の衛星などを見ることができる35倍の天
体望遠鏡を作りますs定員 各25人（申込順）s参加料
無料（材料費2,000円必要）s申し込み 7月11日午前8時
30分から地下資源館
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主な対象アイコン
（条件がある場合があります）

どなたでも

女性

男性

sとき 7月14日g 午後6時30分〜8時30分（雨天の場合
観望のみ中止）s対象 小学生と保護者（小学生のみの
参加不可）
s内容 夏の星座の講座と天体望遠鏡で金星、
土星、木星などを観望しますs定員 40人（申込順）s
参加料 無料s持ち物 筆記用具、懐中電灯、双眼鏡
（ある方）s申し込み 7月6日午前8時30分から視聴覚教
育センター

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

