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夫婦で協力！
豊橋産大豆を使った味噌づくり教室

大豆や塩、麹
こうじ
を使って、無添加の味噌

を作ります。
	と き	 2/24㈯、2/25㈰13:00～15:30
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 木田きよゑさん（JA豊橋女性部会）
	定 員	 各12組（抽選）
	料 金	 各2,500円程度
	その他	 未就学児の同伴不可
	申込み	 1/4㈭～2/2㈮に希望日、住

所、氏名、電話番号を市民協働
推進課（☎51・2188）※ホーム
ページからも申し込み可

	 	 49020

知っトク！豊橋ゼミナール

■ホテルアソシア豊橋料理長と創る
　わが家の豊橋名物
	と き	 2/6～2/20の火曜日（全3回）

10:00～12:00
	料 金	 2,000円程度
	申込み	 1/20㈯までに中部地区市民館

（☎53・0638）
■青陵校区の魅力再発見
　ニ連木城址と牛川古墳の遺跡見学
	と き	 2/16～3/2の金曜日（全3回）

13:30～15:00
 申込み	 1/23㈫までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
[共通事項]
	ところ	 各申込先
	 	 23387

みんなで楽しむコンサート
音楽に手話をのせて

	と き	 1/20㈯13:30～15:00
	ところ	 さくらピア
	出 演	 野村ともみと仲間たち（手話

アーティスト）
 その他	 詳細はホームページ参照
	問合せ	 さくらピア（☎53・3153 53・

3200）
	 	 32402

学生のための企業とのカフェ「交」流会
まじカフェ

企業の方に仕事のことや気になること
を気軽に聞けます。
	と き	 ①1/29㈪～2/2㈮18:00～20:00

②2/8㈭、2/15㈭、2/19㈪、
2/20㈫、2/22㈭14:00～18:00

 ところ	 ①豊橋技術科学大学附属図書
館②タリーズコーヒー豊橋駅
前店

	対 象	 大学生など
	その他	 定員、参加企業など詳細は

ホームページ参照
	申込み	 1/5㈮～1/22㈪に地方創生

推進室（☎51・2181）※ホーム
ページからも申し込み可

	 	 52878

みなとふれあい体験イベント
トヨタ自動車㈱田原工場見学会

組立工場と専用ふ頭を見学します。
	と き	 1/31㈬9:00、13:00（各150分）
	対 象	 小学生以上
	定 員	 各28人（抽選）
	その他	 集合・解散はカモメリア※バス

使用
	申込み	 1/19㈮（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚6人まで）
で希望時間、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号、参加者
全員の氏名・年齢を、みなと振
興課（〒441-8075神野ふ頭町
3-29☎34・3710）

	 	 52850

あーとなくすのき　with　やまなみ工房

くすのき特別支援学校の児童・生徒の
絵画や造形作品などの作品展です。
	と き	 1/23㈫～1/28㈰9:00～17:00

（最終日は16:00まで）
	ところ	 美術博物館
	その他	 1/27㈯14:00～16:00に山下

完和さん（やまなみ工房施設
長）による講演あり

	問合せ	 くすのき特別支援学校（☎29・
7660）

	 	 23887

作品の一部

ええじゃないか豊橋　まちなかマルシェ
辛いもの好き集まれ！旨辛市

自家製練り唐辛子など辛いものが集ま
ります。
	と き	 1/28㈰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）
	 	 52863
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親子収穫体験ツアー
トマト選果場見学＆ミニトマト収穫体験

	と き	 2/18㈰8:30～12:30
	ところ	 JA豊橋トマト選果場ほか
	対 象	 豊橋・田原市内在住の小学生

以下と保護者
	定 員	 30人（抽選）
	その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前※バス使用
	申込み	 1/15㈪（必着）までに講座名、

参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を豊橋田原広
域農業推進会議事務局（農
業企画課内住所不要〒440-
8501 info_nogyokikaku@
city.toyohashi.lg.jp）

 問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 53631

初心者でもカンタン！
次郎柿剪

せんてい
定講座

	と き	 2/3㈯、2/24㈯9:30～11:30
	ところ	 嵩山町字神畑の柿畑
	対 象	 市内在住の方（中学生以下は

保護者同伴）
	講 師	 鈴木三和子さん（次郎柿生産

者）
	定 員	 各20人（抽選）
	持ち物	 剪定ばさみ
	申込み	 1/19㈮（必着）までに返信先明

記の往復はがき、またはEメール
で講座名、希望日、参加者全員
の住所・氏名・電話番号を農業
企画課（〒440-8501住所不要☎
51・2471 info_nogyokikaku@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 50794

とよはし・たはら野菜　d
デ
e

世界のトマト料理を作ってみよう！

カップ寿司やナムル、スープなどを作
ります。
	と き	 2/11㈷15:00～17:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 豊橋・田原市内在住の小・中学

生と保護者
	講 師	 中神明子さん（ジュニア野菜ソ

ムリエ）
	定 員	 8組（抽選）
 料 金	 大人1,000円、小・中学生500円
	申込み	 1/19㈮（必着）までに講座名、

参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を豊橋田原広域
農業推進会議事務局（農業
企画課内〒440-8501住所不
要 info_nogyokikaku@city.
toyohashi.lg.jp）

	問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 53629

田原市 渥美半島菜の花まつり 

1/13㈯～3/31㈯
渥美半島内各所

「伊良湖菜の花ガーデン」を中心に各所
で菜の花が楽しめます。
渥美半島観光ビューロー　☎0531・23・3516

設楽町
田峯田楽　田峰観音奉納歌舞伎
①2/11㈷②2/12㉁
谷高山高勝寺（設楽町田峯鍛治沢）

①豊作祈願祭の夜田楽、②奉納歌舞伎を楽し
めます。
設楽町観光協会　☎0536・62・1000

新城市
新城さくらまつり
3月下旬～
桜淵公園（新城市庭野字八名井田）

桜のほか、各種イベントや物産展、ライトアッ
プを楽しめます。
新城市観光協会　☎0536・32・0022

東栄町
花祭
①1/6㈯、1/7㈰②3/3㈯、3/4㈰など
布川集会所（東栄町大字中設楽字柿平）ほか

町内11か所で夜を徹し盛大に行われる約40
種類の舞を楽しめます。
東栄町役場振興課			☎0536・76・0502

蒲郡市
潮干狩り
3月～（アサリの繁殖不良により中止の場合あり）
蒲郡市内7か所

三河湾で育った、ふっくらした身のアサリを潮
干狩りできます。
蒲郡市観光商工課　☎0533・66・1120
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