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催し情報　楽しむ・学ぶ　暮らし情報　支援／募集　情報ひろば

	夏休み企画展　自然と幻想の博物誌
とき：7月14日㈯～8月19日㈰午前9時

～午後 5 時（月曜日休館。ただし、7月

16日は開館し、翌日休館。金曜日は

午後 8 時まで開館）　内容：標本、図鑑、

化石などをテーマにした、現代作家の

多様な取り組みを紹介します　観覧料：
大人700（600）円、子ども300（200）円

※（　）内は20人以上の団体料金

■夏休みワークショップ
とき／内容／講師（いずれも本展出品作
家）：［①カセットプラント］7月29日㈰ 

午後1時30分～4時30分／カセットケー 

スに乾燥処理をした花や葉をおさめ、

窓に飾ります／山口啓介さん［②出現！ 
自由恐竜］8月11日㈯午後 1 時 30 分～ 

4時30分／恐竜の骨格標本に、紙粘土で 

肉付けします／渡辺英司さん［③幻獣の
化石をつくろう］8月19日㈰午後1時30

分～4時30分／幻獣を想像して、化石

を作ります／江本創さん　対象：小学生　

定員：各30人（申込順）　参加料：①無料

②・③各500円（材料費など）　申し込み： 
6月20日から美術博物館（☎51・2882）

■ナイト・ミュージアム・ツアー（親子鑑賞会）
とき：7月26日㈭、8月8日㈬午後 6 時

30 分～ 7 時 30 分　対象：小学 3 年生以

上と保護者　内容：懐中電灯で夜の美

術博物館を探検します　定員：各 20 人

程度（申込順）　申し込み：6月26日から

美術博物館（☎51・2882）

［ 共 通 事 項 ］とこ
ろ：美術博物館（豊

橋公園内）　問合
先：美術博物館（☎

51・2882）

	学習教室　ホネホネ探検隊
縄文時代の動物を調べよう

とき：7月26日㈭午前9時30分～午後3

時（雨天決行）　ところ：田原市吉
よし

胡
ご

貝塚

資料館※バス使用　集合・解散：自然

史博物館　対象：小学 4 年生以上　内
容：貝塚の土から骨を拾い出し、縄文時

代の動物や縄文人の食生活を調べます　

講師：当館学芸員　定員：25 人（抽選）　

参加料：500円（別途資料館入館料大人

200円、小・中学生100円必要）　申し
込み：7月11日（必着）までに返信先明

記の往復はがきで教室名、参加者全員

の住所・氏名・年齢・電話番号を自然

史博物館「ホネホネ探検隊」係（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎41・4747）

	パパママちゃれんじ教室
とき：7月16日㈷午後1時～3時　ところ：
こども未来館ここにこ（松葉三丁目）　内
容：子どもに起きやすい事故とその予防、

日常起こりやすい事故の手当の方法、

心肺蘇生法とAEDの使い方　定員：40人

（申込順）　参加料：無料（教材費200円

必要）　その他：受講者には受講証を交

付　申し込み：はがきで住所、氏名、性

別、電話番号を日本赤十字社愛知県

支部事業部講習課（〒461-8561名古屋

市東区白壁一丁目50）。ホームぺージ

（http://www.aichi.jrc.or.jp/）からも申し

込み可　問合先：日本赤十字社愛知県

支部事業部講習課（☎052・971・1589）、

市役所福祉政策課（☎51・2355）

	さくらピアイベント・講座
■さくらカフェ
とき：6 月28日㈭午後 1 時 30 分～ 3 時　

対象：市内在住の身体障害者・療育・

精神障害者保健福祉手帳所持者（重度

障害者は介護者同伴）　内容：「夏バテ

しないココロとカラダ」をテーマに、坂

口雄城さん（有楽製菓㈱商品開発部）と

保健所職員と交流します。「NPO 法人

笑い太鼓」手作りの大判焼きもありま

す　定員：30人（申込順）　参加料：300

円　申し込み：6月15日午前9時から住

所、氏名、生年月日、電話番号、手帳

番号を、さくらピア（☎53・3153 53・

3200）

■七夕織姫ライブ
とき：7月1日㈰午後 6 時～ 7 時　内容：
中国伝統の擦

さつ

弦
げん

楽器「二
に

胡
こ

」の演奏会　

出演：中村ゆみこさん（二胡奏者）ほか　

入場料：無料　申し込み：不要

■はじめてのパステル画
とき：7 月 22 日、8 月 26 日、9 月 23 日、

来年 1月27日、2月24日、3月24日の

日曜日（全 6 回）午前 10 時～正午　対
象：市内在住の身体障害者・療育・精

神障害者保健福祉手帳所持者（重度障

害者は介護者同伴）　内容：やさしい色

合いのパステル画の基本を学び、身

近な花や野菜などを描きます。初心

者歓迎　講師：八木順子さん（はまな

すの会）　定員：10 人（申込順）　受講
料：2,000円（画材費。初回に集金）　持
ち物：手拭いタオル、道具を入れる袋　

申し込み：6 月15日午前 9 時から住所、

氏名、生年月日、電話番号、手帳番号を、

さくらピア（☎53・3153 53・3200）

［共通事項］ところ：さくらピア（東新町）　

問合先：さくらピア

	幼児ふれあい教室	 ※開催場所は申込先と同じ

講座名 とき 対象／定員（抽選）／受
講料／その他 内容／講師※敬称略 申し込み

心と体を元気に
育てる食育講座

（全 6 回）

7 月 20 日・27 日、8 月
3日・24日・31日、9月 
7 日の金曜日
午前 10 時～ 11 時 30 分

2・3 歳児と母親／ 15
組 ／ 1,000 円（ 別 途 材
料費 2,500 円必要）／
託児 3 回あり（おやつ
代など1回200円必要）

身近な食材から、子どもの心
と体を元気に育てる食事を学
びます（座学 1 回、親子で料
理 3 回、ママの料理 2 回）／ 
金山有美 （食育コンサルタ
ント）

7 月 5 日までに生活家庭館
（高師町字北原☎ 45･4014）

江本創「竜」　2011 年

貝塚から出土
した動物の骨
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どなたでも主な対象 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児 催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

暮らし情報
支援
	ひきこもり家族交流会

とき：7 月12日㈭午後 1 時 30 分～ 3 時 

ところ：保健所・保健センター（中野町

字中原「ほいっぷ」内）　対象：ひきこも

りの方や家族　内容：参加者同士の交

流会　講師：保健師　定員：30 人（申

込順）　参加料：無料　その他：当日は、

ひきこもりの悩みを抱える方の家族の

集いの参加者募集も行います　申し込
み：7月11日までに健康増進課（☎39・

9145）

	就学へのステップのつどい
とき：7月4日㈬①午前10時～正午②午

後1時～3時　ところ：①保健所・保健セ

ンター②こども発達センター（いずれも

中野町字中原「ほいっぷ内」）　対象：市

内在住の小学校就学をひかえた、発達

に心配のある子どもの保護者　内容／ 
講師：①講演会「豊橋市の特別支援教

育について」／守田雅一さん（教育会

館指導主事）ほか、「就学前におさえて

おきたいこと」／福田歌織さん（臨床心

理士）②座談会「小学校に就学すると

いうこと（保護者の立場から）」　定員： 
① 100 人② 30 人（各申込順）　申し込
み：6月30日までに「就学へのステップ

のつどい参加希望」と明記し、参加希

望番号、住所、氏名（複数での申し込

みの場合は代表者名と参加人数）、電

話番号を、こども発達センター（〒441-

8539 中野町字中原 100 47・0911  

hattatsu-center@city.toyohashi.lg.jp）。

ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.hattatsu-

center.jp/）からも申し込み可　問合先：
こども発達センター（☎39・9200）

募集
	平成24年度
豊橋市非常勤嘱託員

採用予定職種／人員：ごみ処理作業員／

1人　応募資格：健康で、ごみを取り扱

う業務が可能な方　勤務場所：資源化セ

ンター　勤務時間：週 31 時間　報酬月
額：202,600円　嘱託期間：9月1日～来

年 3月31日※引き続き業務があり、か

つ勤務状況が良好な場合に限り、1年単

位で原則4回まで更新可　その他：詳細

は募集要綱参照　申し込み：7月5日（必

着）までに履歴書、申込書、返信用封

筒を直接または郵送で施設課（〒441-

3125豊栄町字西530☎46・5304）※募

集要綱、申込書は施設課、ホームペー

ジ（http://www.city.toyohashi.aichi.jp/

bu_kankyo/shisetsu/）で配布

	高齢者向け優良賃貸住宅の入居者
市が家賃の一部を補助する、高齢者が

安全に安心して居住できる民間の賃貸

住宅入居者を募集します。

■ SKM（関屋町高齢者マンション）
所在地：関屋町163-1ほか　募集戸数／ 
間取り／家賃：2戸程度／1LDK（約41㎡）／ 

41,100 ～ 63,000円（家賃は所得に応じ

決定）　住宅の概要：重量鉄骨造5階建

（バリアフリー対応）

■アネシス・サイトウ
所在地：花田町字斉藤75-4　募集戸数／ 
間取り／家賃：2 戸程度／ 1LDK（約 48

㎡）／48,500～66,000円（家賃は所得

に応じ決定）　住宅の概要：鉄筋コンク

リート造6階建（バリアフリー対応）

［共通事項］入居者資格：60歳以上の単

身世帯または夫婦世帯など　その他：
風呂・トイレ・寝室に設置された緊急

非常ボタンによる緊急時対応サービス

や水センサーによる安否確認サービス

が利用できます。先着順にて申し込み

を受け付けます。申し込みが募集戸数

を超える場合、空き室待ちになります　

入居時期：随時　申込先：住宅課（☎

51・2602）

	生涯学習情報誌「グラッド」
に掲載する広告

9月に発行予定の生涯学習情報紙「グラ

ッド」の広告を募集します。詳細は問い

合わせてください。

問合先：生涯学習課（☎51・2850）

	豊橋文化祭協賛行事
対象：東三河で結成された文化団体・

企業が 9月29日～ 11月30日に市内で

実施する文化事業で、広く市民の芸

術や文化の振興を図り、収益を目的と

しないもの　行事経費：実施団体負担　

協賛特典：①豊橋文化祭行事一覧や本

紙に情報を掲載②実施団体が発行する

ポスター・プログラムなどに「豊橋文化

祭協賛行事」と表示できる③豊橋文化

振興財団の指定管理文化施設で実施す

る場合、期間中 1 団体 1 行事に限り利

用料金を免除　申し込み：7月3日まで

に申請書を豊橋文化振興財団（向山大

池町　市民文化会館内☎61・6145）

※申請書は豊橋文化振興財団で配布

	こども保健ボランティア
子どもの発育や発達の確認を行う乳幼

児健康診査や、双子や三つ子などを対

象とした育児教室などで、母親の手助け、

同伴した兄弟の遊び相手や見守りなどを

支援するボランティアを募集します。

対象：子育て経験のある20歳以上の方　

とき：9月以降の健診開催日で参加でき

る日時　活動場所：保健所・保健セン

ター（中野町字中原「ほいっぷ」内）　定
員：20人程度　その他：保健所こども保

健課ボランティアへの登録が必要です。

謝礼や交通費などの支給はありません。

ボランティア講習会を7月3日㈫午前 

9時30分から開催（受講できない場合は

要相談）　申し込み：6月29日までに、こ

ども保健課（☎39・9153）


