主な対象

どなたでも

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。詳しくはお問い合わせください。

アイプラザ豊橋カルチャークラブ
プリザーブドフラワーアレンジメント講座

とき：7 月 29 日㈯午後 1 時～ 5 時 30 分

とき：9～12月の主に土曜日 ところ：豊

とき：9月14日㈭午前 10 時～正午 とこ

※雨天中止 ところ：五並地区市民館

橋技術科学大学ほか 対象：高校卒業程

ろ：アイプラザ豊橋 対象：18 歳以上の

（細谷町字上大附）
、表浜海岸 対象：

度の学力を有する方 内容：講義・視察

方 内容：花や実をあしらったテーブル

高校生以上 内容：講義や海岸での上

や、e ラーニングで6次産業ビジネスに

飾りを作ります

陸・産卵調査などによる学習 定員：20

ついて学びます 定員：15人
（選考） 受

（DFAフローリスト資格認定協会東海支

人（申込順） その他：受講者の中から実

講料：3万円 申し込み：7月1日～8月4

部） 定員：10 人程度（申込順） 受講

態調査員を募集 申し込み：7月1日～

日に志願書を豊橋技術科学大学先端農

料：1,800円
（別途、材料費3,000円必要）

20日に代表者の郵便番号・住所・氏名・

業・バイオリサーチセンター（〒441-8580

申し込み：7月12日からアイプラザ豊橋

電話番号、参加者全員の氏名・年齢・

天伯町字雲雀ケ丘1-1）※志願書はホーム

夜間調査（参加自由）の参加の有無を環

ページで配布 問い合わせ：豊橋技術科

境保全課（〒440-8501 住所不要☎ 51・

学大学先端農業・バイオリサーチセンター

2386

56・5577

kankyohozen@city.

toyohashi.lg.jp）

イー

講師：上村郁乃さん

（草間町字東山☎46・7181）

（☎44・1016）
、産業政策課
（☎51・2436）

ごみはどこへ行くの？
ごみ処理施設見学会
後1時～4時 集合・解散：市役所東館
正面玄関前※バス使用 対象：市内在

表浜海岸に上陸したアカウミガメ

容：資源化センターやプラスチックリサ

とき：7月25日㈫午後1時～3時 ところ：

イクルセンターなどの見学 定員：各25

保健所・保健センター
（中野町字中原
「ほ

人（申込順） 申し込み：7月3日から環

いっぷ」
内） テーマ：わたしの気持ち 知

境政策課
（☎51・2417）

ってほしい ひきこもりに対し理解を深
め、対応方法を学ぶ 講師：船越明子

午前 10 時～ 11 時 30 分 ところ：吉田方

さん（兵庫県立大学看護学部准教授）

地区市民館（高洲町字高洲） 対象：6か

定員：100 人（申込順） 申込先：健康増

月未満児（8月10日現在）と保護者 内

進課
（☎39・9145）

容：産後のセルフケアやベビーマッサー
さん（助産師） 定員：20 組（抽選） 受

プラスチックリサイクルセンター
しょっかい

母子家庭の親子や家族同士の
親睦を深める交流会

食改さんのヘルシークッキング
そうめんでおしゃれに！

（予定） 集合・解散：市役所東館正面

とき：8月23日㈬午前 9 時 40 分～午後 0

玄関前※バス使用 対象：母子家庭の

時 30 分 ところ：あいトピア（前畑町）

母と中学生以下の子ども 内容：セラテ

対象：市内在住の方（未就学児の同伴不

クノ土岐・どんぶり会館での体験や見学

とき：8月17日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分

可） 内容：サラダそうめんのツナソース、

など 定員：110 人（抽選） 参加料：大

ところ：保健所・保健センター（中野町字

季節の白和えなどを作ります 講師：食

人 3,000 円、中学生以下 1,000 円 申し

中原
「ほいっぷ」
内） 対象：9・10か月前

生活改善推進員 定員：20人
（抽選） 参

込み：7月13日
（必着）
までに返信先明記

後の乳児と母親 内容：離乳食と歯磨き

加料：500円（食材費） 申し込み：7月27

の往復はがきで参加者全員の住所・氏

の話、試食、交流、育児相談

日までに講座名、郵便番号、住所、氏名、

名
（フリガナ）
・生年月日・電話番号を豊

20 組（申込順） 参加料：無料（試食代

年齢、電話番号を健康増進課（☎ 39・

橋市母子福祉会（〒440-0806 八町通五

200円必要） 持ち物：母子健康手帳、飲

9145 kenko-info@city.toyohashi.lg.jp）

丁目9 ☎ 56・7100 ※火・木曜日午前 9

講料：無料（材料費500円必要） 申し込
み：7月15日までにホームページで必要
事項を、
こども未来政策課
（☎51・2325）

カミカミ教室

定員：

み物 その他：託児あり
（1人300円必要）

とき：8月6日㈰午前8時～午後5時30分

時～午後3時）

申込先：こども保健課
（☎39・9160）
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ジなどを楽しみます 講師：鈴木佐和子

集

とき：8月10日～9月7日の木曜日
（全5回）

募

幼児ふれあい教室
助産師が伝える赤ちゃん育て

ひきこもり講演会

談

住の方（小学生以下は保護者同伴） 内

プリザーブドフラワー
アレンジメント
（作品例）

相

とき：7月24日㈪、8月7日㈪・18日㈮午

支 援・医 療

社会人向け6次産業化推進人材
育成プログラム

楽しむ・学ぶ

竜宮探検 表浜のアカウミガメ調査員
養成講座

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

認知症サポーター講座を
希望するグループ

とき：8月〜来年1月の第1木曜日
（1月は

とき：講師との調整により決定 ところ：申

第2木曜日。全6回）午後1時～4時（初

とき：8月17日・24日、9月21日・28日、

込者が用意する市内の公共施設など

日は午前 10 時～午後 2 時） ところ：保

10月19日の木曜日（全5回）午後1時30

対象：市内在住・在学・在勤のグループ

健所・保健センター（中野町字中原「ほ

分～3時30分 ところ：南陽地区市民館

内容：認知症を知り、認知症の方や家族

いっぷ」
内） 対象：認知症の方を介護中

（草間町字平東） 内容：ポーチや帽子な

への支援方法を学びます その他：認知

の家族（介護施設職員などを除く） 内

どを作ります 講師：わたなべなおこさん

症サポーターの証「オレンジリング」を進

容：介護の悩みなどを話し合い、認知症

（楽習フォーラム認定インストラクター）

呈 申し込み：希望日の1か月前までに

について学びます 講師：家族の会愛知

定員：15人（抽選） 受講料：1,500円
（別

直接、郵送またはファックスで申込用紙

県支部、医師ほか 定員：20 人（抽選）

途、材料費5,000円程度必要） その他：

を市役所長寿介護課（東館 3 階〒440-

受講料：無料（初日は昼食代必要） 申し

託児あり（1 人 1 回 200円必要） 申し込

込み：7月31日までに直接、郵送または

み：7月30日までに講座名、住所、氏名、

※申込用紙は長寿介護課、各地域包括

ファックスで申込書を市役所長寿介護課

年齢、電話番号、託児の有無を南陽地

支援センター、
各校区・地区市民館で配布

（東館 3 階〒440-8501 住所不要☎ 51・

区市民館
（☎48・6576 nanyo@tees.jp）

8501住所不要☎51・2338

56・3810）

婚活サポーター
結婚を希望する方へ市の結婚支援事業に

相

関する情報の提供、相談・助言を通じたサ
ポートを行う婚活サポーターを募集します。

認知症介護家族支援講座

2338

56・3810）※申込書は長寿介護

課で配布

結婚支援イベントの開催経費を
補助します

談
募

期間：登録日から2年間 対象：ボランティ

対象：独身男女の出会いの機会となるイ

アとして活動できる市内在住・在勤の20

ベント（20 歳以上の独身男女が 10 人以

歳以上で、市が開催する婚活サポーター

上で、市内で開催するなどの条件を満

講習会を受講できる方 定員：10人程度

たすもの）を提供する団体 補助金額：

申し込み：随時、申込書を市役所こども

開催経費から飲食費などの対象外経費

未来政策課（東館2階☎51・2325）※申

を除いた全額（上限3万円） 申し込み：

込書はホームページで配布

イベント開催日の20日前までに申請書を

集

11月12日㈰開催の
ええじゃないか豊橋音祭り出演者
ええじゃないか豊橋音祭りに出演するバン

市民大学トラム 簡単♪おしゃれ♪
かぎ針編みの生活雑貨

市役所こども未来政策課
（東館2階☎51・
2325）
※申請書はホームページで配布

暮らし情報
支援・医療
吹付けアスベストの分析調査の
費用を一部補助します
対象：市内にある建築物の吹付建材に
ついて行う、アスベストの含有の有無を

情報あれこれ

ド演奏、吹奏楽、ダンスなどのパフォー

募集

所定の方法で調査する費用

マーを募集します。

詳細は募集要綱などをご覧ください。

の他：調査は建築物石綿含有建材調査

申し込み：7月31日
（消印有効）
までに郵送
またはファックスで申込書をエフエム豊橋

登録バイリンガル

補助金

額：対象経費の全額（上限 25 万円） そ
者が自ら実施する必要があります。調査
契約前に市役所建築指導課に相談し、

「ええじゃないか豊橋音祭り」係（〒440-

対象：日本語とスペイン語で通訳ができ

申請をしてください。調査契約後は受け

75・0841）※ホーム

る方 内容：市内小・中学校に在籍する

付けできません 申請先：市役所建築指

ページからも申し込み可。申込書はエ

外国人児童・生徒、保護者への通訳

導課
（東館3階☎51・2587）

フエム豊橋、市役所じょうほうひろば
（東

その他：謝礼あり（活動日の翌月支払い。

館 1 階）などで配布 問い合わせ：まち

交通費などの支給なし） 申し込み：7月

なか活性課
（☎55・8101）

14日までに学校教育課
（☎51・2825）

0873 小畷町 596

おたまじゃくしの会
とき：8月10日、9月14日、10月12日の木
曜日午後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：市内在住で、ひきこもりや不
登校の子どもを持つ家族 内容：お互い
の悩みを話し合い、情報交換をします

ええじゃないか豊橋音祭りのようす
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申込先：健康増進課
（☎39・9145）

