
四季の行事教室
クリスマスのつどい

クリスマスにちなんだ工作やゲームを
行います。
	と き	 12/3㈰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）
	申込み	 11/3㈷から青少年センター

（☎46・8925）
	 	 16908

小柴記念賞研究展

小柴賞をはじめ、受賞研究作品の展示
などを行います。
	と き	 11/11㈯
	ところ	 視聴覚教育センター
	その他	 10:00から小柴記念賞表彰式あり
	問合せ	 教育政策課（☎51・2819）
	 	 52594

朝倉川植樹メンテナンス大会

川沿いの樹木の下枝切りや除草、清掃
などを行います。
	と き	 11/11㈯9:30～12:00（荒天中止）
	ところ	 朝倉川（寺門橋～多米橋）
	その他	 集合は多米公園グラウンド、解

散は随時、現地
	申込み	 11/10㈮までに朝倉川育水フォー

ラム　小林（☎080・6923・5257）
	問合せ	 河川課（☎51・2535）
	 	 52562

とよはし歴史探訪　戦争遺跡を学ぶ

渥美半島の戦争遺跡を巡り、歴史を学
びます。
	と き	 12/16㈯10:00～16:00
	ところ	 田原市ほか
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 伊藤厚史さん（名古屋市教育

委員会）
	定 員	 25人（抽選）
	料 金	 500円
	その他	 集合・解散は文化財センター

※バス使用
	申込み	 11/30㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚2人ま
で）で講座名、住所、氏名、年
齢、電話番号を文化財センター
（〒440-0897松葉町三丁目1
☎56・6060）

中小企業向け
採用活動支援セミナー

採用市場の現状と今後の対策、人材確
保の方法を学びます。
	と き	 11/17㈮15:30～17:30
	ところ	 市役所東85会議室
	対 象	 東三河に事業所を有する経営

者・人事担当者など
	講 師	 ㈱リクルートキャリア
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 11/14㈫までに商工業振興課

（☎51・2437）
	 	 52571

定時制・通信制高等学校
合同説明会

定時制・通信制高校の概要説明、個別
相談会を行います。
	と き	 11/25㈯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・高校生と保
護者、教員など

	問合せ	 こども若者総合相談支援セン
ター（☎51・2327）

	 	 48905

国際交流サロン
ドイツ・ヴォルフスブルグあれこれ

2020東京オリパラのホストタウン・ドイ
ツのクリスマス市などを紹介します。
	と き	 12/2㈯13:30～15:00
	ところ	 国際協力市民サロン「P

パ ル
al」

	講 師	 クリスティーナ・リストさん（ドイ
ツ出身）

	定 員	 40人（申込順）
	その他	 英語による講演（日本語通訳あり）
	申込み	 11/7㈫10:00から豊橋市国際

交流協会（☎55・3671 tia@
tia.aichi.jp）

牛川遊歩道・多米配水場
市民ハイキング

	と き	 11/26㈰9:30～13:30
	コース	 豊橋公園芝生広場（集合）－牛

川遊歩道－青陵地区市民館－
牛川遊歩公園－牛川原人の碑－
多米配水場（解散）※歩行距離
は約9km

	定 員	 300人（申込順）
	料 金	 200円
	申込み	 11/19㈰17:00までに住所、氏

名、年齢を豊橋市体育協会（☎
63・3031）

	 	 52086

高校生・大学生のための
“タイムマネージメント”講座

効果的な時間の使い方について学び
ます。
	と き	 11/11㈯10:00～12:00
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住・在学の高校生、大学生
	講 師	 井坂直人さん（TEAM-VISION
	 	 ビジョンプロデューサー）
	定 員	 80人（申込順）
	料 金	 500円
	申込み	 11/1㈬から青少年センター

（☎46・8925）
	 	 16908
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介護就職面接会

	と き	 11/13㈪、11/14㈫13:30～
15:30

	ところ	 豊橋地方合同庁舎
	その他	 参加企業は各8社程度
	問合せ	 ハローワーク豊橋（☎52・

7193）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 	 52553

定住外国人等就労支援事業

2か月程度外国人を雇用した事業者へ
の補助金交付事業の説明会です。
	と き	 12/5㈫11:00、12/8㈮14:00
	ところ	 市役所東85会議室
	申込み	 12/1㈮までに事業者名、参加者

全員の氏名、電話番号を多文
化共生・国際課（☎51・2007
56・2110 kyoseikokusai@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 52496

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

リラクゼーション体験、交流会を行います。
	と き	 11/25㈯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

せきずい
髄小脳変

性症などの神経系難病の方と
家族

	申込み	 前日までに健康増進課（☎39・
9145）

	 	 6770

2017家政文化祭

生徒作品展示・手芸作品販売、模擬
店、お茶席などを楽しめます。
	と き	 11/11㈯9:30～15:00
	ところ	 家政高等専修学校
	問合せ	 家政高等専修学校（☎23・

0127）
	 	 8796

ええじゃないか豊橋
まちなかマルシェ

自家焙煎のコーヒーやカフェめし、ス
イーツの特産市です。
	と き	 11/26㈰10:00～16:00（雨天

決行）
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場　
	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 	 52077

障害がある子の育て方
発達障害児や医療的ケア児

地域で発達障害児などを見守るため
に何ができるか考えます。
	と き	 12/5㈫10:00～11:30
	ところ	 市役所講堂
	対 象	 福祉・医療・教育関係者、障害

を持つ子どもの家族など
	講 師	 三浦清邦さん（豊田市こども発

達センター長）
	定 員	 200人（申込順）
	申込み	 11/24㈮までに申込書を、とよ

はし総合相談支援センター（☎
56・4111）※申込書は障害福
祉課、各窓口センター、とよは
し総合相談支援センターなど
で配布

	 	 52398

平成29年度
ユネスコスクール豊橋大会

授業・ポスターによる発表の公開、講
演会などを行います。
	と き	 ①11/24㈮13:20②11/25㈯

9:00
	ところ	 ①栄小学校・南部中学校、老津小

学校・章南中学校②愛知大学
	問合せ	 教育政策課（☎51・2819）
	 	 23343

福祉の仕事とキャリアアップ
自分らしくライフデザイン

福祉の仕事・資格の将来性について
学びます。
	と き	 12/2㈯13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 下山久之さん（愛知県介護福

祉士会会長）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 11/24㈮までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

国登録有形文化財の
建物特別公開と建物解説

	と き	 11/12㈰①10:00②11:30
③13:30④15:00

	ところ	 ①④民俗資料収蔵室②③公会
堂、愛知大学旧本館

	講 師	 あいちヘリテージマネジャー
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

公会堂
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