
豊橋文化祭2017
オープニング式典

地域文化振興活動功労賞などの表彰
式、記念コンサートを行います。
	と き	 9/30㈯14:00
	ところ	 市民文化会館
	定 員	 300人（先着順）※9/1㈮から

「文化のまち」づくり課、市民
文化会館、穂の国とよはし芸術
劇場で配布する整理券が必要

	その他	 9/30㈯～11/30㈭に市内各所
で各種団体による行事あり

	問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）

	 	 51511

農コン in 東三河

20代の農業者とフリートークを楽しみ
ます。
	と き	 10/28㈯18:00～20:00
 ところ	 Seafood	Italian	F

フ ー カ
UCA

	対 象	 20～35歳の独身女性
	定 員	 15人（抽選）
	料 金	 2,000円
	申込み	 9/25㈪までに住所、氏名、年

齢、電話番号を愛知県東三河
農林水産事務所農業改良普
及課（☎63・3529 takahiro_
shibata@pref.aichi.lg.jp）

	問合せ	 愛知県東三河農林水産事務所
農業改良普及課、農業委員会
事務局（☎51・2950）

	 	 10136

イクボスセミナー

	と き	 10/12㈭14:00～16:10
	ところ	 市役所講堂
	対 象	 企業の経営者・管理職など
	テーマ	 イクボスこそが、これからの「働

き方改革」のキーパーソン！
	講 師	 安藤史江さん（南山大学大学

院ビジネス研究科教授）
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 10/2㈪までに申込書を愛知

県東三河総局企画調整部産
業労働課（☎54・2582 54・
7239）※申込書は愛知県東三
河総局ホームページで配布

	問合せ	 市役所こども未来政策課（☎
51・2325）

	 	 51267

四季の行事教室　お月見のつどい

お月見のだんご作りや、ゲームをします。
	と き	 9/30㈯13:00～15:00
	ところ	 青少年センター　
	対 象	 市内在住の小学生と家族（3年

生以下は保護者同伴）
	講 師	 レディースレクわたぼうし
 定 員	 50人（申込順）
	料 金	 100円
 申込み	 青少年センター（☎46・8925）
	 	 16908

成年後見・権利擁護講座

	と き	 10/25～11/15の水曜日（全4
回）13:30～15:30

	ところ	 あいトピア
	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 9/1㈮～10/15㈰に豊橋市成

年後見支援センター（☎57・
6800）

	 	 6521

パラレルキャリア講座
未来の自分を編集する

108の質問から自分を見つめ直し、新
しい生き方、働き方を考えます。
	と き	 10/7㈯18:00～20:30
 ところ	 コワーキングスペース　トライ

アルビレッジ
	講 師	 ナカムラクニオさん（ブックカ

フェ6次元店主）
	定 員	 30人（抽選）
 申込み	 9/22㈮までに申込書を、まち

なか図書館整備推進室（☎
55・8102 55・8100）※ホーム
ページからも申し込み可。申込
書は市役所じょうほうひろば、
中央図書館などで配布

	 	 51434

市民大学トラム

■託児のある講座で学ぶ
　ピラティスで姿勢美人！
	と き	 10/10㈫、10/24㈫、11/14㈫、

11/21㈫、11/28㈫（全5回）
10:00～12:00

 申込先	 東部地区市民館飯村分館（☎
64・5261）

■燻
くんせい

製のススメ
　いぶり暮らし始めよう
	と き	 10/26㈭、11/9㈭、11/30㈭

（全3回）10:00～12:00　
	申込先	 高豊地区市民館（☎21・2824）
[共通事項]
	ところ	 各申込先
	その他	 料金は各申込先へお問い合

わせください
	 	 23387
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平成29年度民営児童クラブ利用料の
助成を受けるには申請が必要です

	対 象	 次のいずれかに該当する方①生
活保護世帯②市民税非課税か
つ母子父子世帯③兄弟姉妹で
児童クラブを利用している世帯

	申込み	 9/15㈮～9/29㈮に申請書を、
こども家庭課（東館2階）※申
請書は、こども家庭課、各民営
児童クラブで配布

	問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭
課（☎51・2856）

	 	 29534

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

講義や体操を行い、参加者同士で交流
します。
	と き	 ①9/15㈮②10/20㈮10:00～

11:30
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊髄小脳変性

症などの神経系難病の方と家族
	講 師	 ①歯科衛生士②理学療法士
	申込み	 各前日までに健康増進課（☎

39・9145）
	 	 6770

網膜色素変性症患者・家族のつどい

講演や交流会、日常生活用具を展示します。
	と き	 10/19㈭13:00～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	講 師	 古橋友則さん（歩行訓練士）ほか
	申込み	 10/18㈬までに健康増進課（☎

39・9145）
	 	 6770

保健所・保健センター

東三河連携講座
歩いて探そう東三河の宝　歴史行脚編

各地を巡り、それぞれの地域の魅力を
発見します。
	と き	 ①10/13㈮10:30～12:30②

10/20㈮10:00～12:30③11/10
㈮13:00～15:00④11/17㈮
10:00～14:00（全4回）

	ところ	 ①柿本城（新城市）など②兎足
神社（豊川市）など③田原市④
白山（東栄町）など。現地集合・
解散

	対 象	 どなたでも（東三河在住・在勤
の方優先）

	申込み	 9/25㈪までに生涯学習課（☎
51・2850）

	 	 23387

先端農業バイオリサーチセンター
人材育成講座

 テーマ	 ①植物工場を管理運営できる
人材②露地農業におけるIT農
業人材

 定 員	 ①10人②5人
[共通事項]
	と き	 12月～平成31年3月の主に土

曜日
	ところ	 豊橋技術科学大学ほか
	対 象	 高校卒業程度の学力を有し、e

イー

ラーニングが可能な方
	受講料	 5万円
 申込み	 10/20㈮までに志願書などを

豊橋技術科学大学（〒441-
8580天伯町字雲雀ケ丘1-1）
※志願書はホームページで配布

	問合せ	 豊橋技術科学大学（☎44・
1016）、産業政策課（☎51・2436）

炎の祭典

手筒花火の放揚と、物産展などを行い
ます。
	と き	 9/9㈯10:00～20:30（荒天順

延9/10㈰）
	ところ	 豊橋球場ほか
	その他	 18:00からの炎の舞は観覧チ

ケット必要。詳細は本紙7月15
日号8ページをご覧いただく
か、お問い合わせください

 問合せ	 炎の祭典実行委員会（☎53・
7211）、観光振興課（☎51・
2430）

	 	 8083

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー　親子でパン作り

	と き	 9/30㈯9:30～11:30
	ところ	 豊岡地区市民館
	その他	 料金はお問い合わせください
 申込先	 豊岡地区市民館（☎61・5632）
	 	 23387

知っトク！豊橋ゼミナール
Deep　IN！多米　歴史的変遷を探る

	と き	 10/14㈯、11/11㈯、11/25㈯、
12/9㈯（全4回）13:30～15:00

	ところ	 東陽地区市民館
	申込先	 東陽地区市民館（☎61・7741）
	 	 23387
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