
高校生1日看護体験

看護ケアの体験や、病棟看護を見学し
ます。
	と き	 3/23㈮10:00～15:30
 ところ	 市民病院
	定 員	 30人程度（申込順）
	申込み	 2/5㈪～2/15㈭にホームペー

ジで必要事項を入力
 問合せ	 市民病院看護局管理科（☎

33・6289）
	 	 16485

今ドキ！妊活セミナー＆
スイーツカフェ

妊娠の基礎、最新の不妊治療をお菓
子を食べながら学びます。
	と き	 3/10㈯14:00～16:00
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住で20～40代の方
	講 師	 上澤悦子さん（京都橘大学看

護学部教授）
	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 3/1㈭までに住所、氏名、年

齢、電話番号を、こども保健課
	 	 （☎39・9160 38・0770

kodomohoken@city.toyohashi.
lg.jp）

	 	 53460

神田ふれあいセンター交流事業
設楽町体験バスツアー

ソバ打ちなどの体験を通じて、地元の
方と交流します。
	と き	 3/18㈰8:45～17:00
	ところ	 神田ふれあいセンター（設楽

町神田字杉ノ根）
	対 象	 市内在住・在学・在勤の小学生

以上（小・中学生は保護者同伴）
	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 1,000円
 その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
	申込み	 2/20㈫までに生涯学習課（☎

51・2851）
	 	 5270

国際交流サロン

■ラオスの魅力に出会う旅
自然、文化、生活、見どころを紹介します。
	と き	 3/3㈯13:30～15:00
	ところ	 国際協力市民サロン「P

パ ル
al｣

	講 師	 パンパスウ・スクサワンさん
（豊橋技術科学大学留学生）

	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 2/6㈫10:00から豊橋市国際交

流協会（☎55・3671 tia@tia.
aichi.jp）

■ペルー料理教室
	と き	 3/18㈰10:30～14:00
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 平野エスペランサさん（ペルー

出身）
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 1,200円
	申込み	 2/23㈮（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1人1枚）で講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、職業、電話番号を豊橋市国
際交流協会（〒440-0888駅前
大通二丁目33-1開発ビル3階）

［共通事項］
	問合せ	 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

ラオス（イメージ）

家具等再生品展示・販売会

	と き	 ①2/3㈯9:30～16:00、2/4㈰
9:30～12:00②2/24㈯～3/1㈭
9:00～17:00（土・日曜日は
16:00まで）

	ところ	 ①こども未来館「ここにこ」
②市役所市民ホール・市民
ギャラリー

[共通事項]
	その他	 家具などは、①は2/4㈰、②は

後日、当選者本人で運搬
	申込み	 開催期間中に各会場
	問合せ	 業務課（☎61・4136）
	 	 9259

アイプラザ豊橋カルチャークラブ

■親子でつくるアイシングクッキー
花びら型など、春をテーマにクッキーを
作ります。
	と き	 3/4㈰13:00～15:00
	対 象	 3歳児以上と保護者
	講 師	 鈴木わかさん（JSAアイシング

クッキー認定講師）
	定 員	 10組程度（申込順）
	料 金	 1人2,000円　　
	申込み	 2/3㈯10:00から直接または電

話でアイプラザ豊橋
■フラワーアレンジメント
　季節のブーケ講座
	と き	 3/7㈬10:00～12:00
	対 象	 18歳以上の方
	講 師	 上村郁乃さん（DFAフローリス

ト資格認定協会東海支部）
	定 員	 10人程度（申込順）
	料 金	 4,500円
	申込み	 2/13㈫から直接または電話で

アイプラザ豊橋
[共通事項]
	問合せ	 アイプラザ豊橋（☎46・7181）

親向け結婚支援セミナー

未婚の子に対し、親ができる支援・関
わり方を考えます。
	と き	 2/25㈰10:00～12:00
	ところ	 市役所講堂
	講 師	 松尾篤さん（結婚相談所Cheers）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 2/1㈭から申込書を、こども未来

政策課（☎51・2325）※申込書は、
こども未来政策課、ホームページ
で配布。電話でも申し込み可

	 	 52989
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考古学セミナー
28・29年度発掘成果報告

西側遺跡や坂津寺貝塚などの成果報
告を行います。
	と き	 2/17㈯13:30～16:00
	ところ	 美術博物館
	講 師	 文化財センター学芸員ほか
	定 員	 100人（先着順）
	料 金	 100円　
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

西側遺跡の竪穴建物跡

坂津寺貝塚の発掘調査現地説明会

縄文時代中期の貝塚の説明と出土品
の展示をします。
	と き	 2/18㈰10:30、14:00（小雨決行）
	ところ	 坂津寺貝塚発掘調査現場
	講 師	 文化財センター学芸員ほか
 問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

※当日は美術博物館（☎51・
2882）

坂津寺貝塚調査のようす

まちなか図書館（仮称）の
整備に関する説明会

	と き	 ①2/24㈯10:00～11:00②
2/25㈰10:00～11:00③2/28㈬
19:00～20:00④3/1㈭19:00～
20:00

	ところ	 ①中央図書館②④穂の国とよ
はし芸術劇場「プラット」③市
役所東121会議室

	対 象	 高校生以上
	問合せ	 まちなか図書館整備推進室

（☎55・8102）
	 	 53809

手話体験講習会
手話ってなあに？

手話表現や聴覚障害について学びます。
	と き	 3/3㈯18:30～20:30、3/18㈰

13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
 定 員	 各30人（申込順）
	申込み	 2/1㈭～2/23㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

おもちゃ図書館講習会
子どもの遊び　遊びが育てる豊かな心

おもちゃと子どもの関わりについて講
義などで学びます。
	と き	 2/28㈬10:00～12:00
	ところ	 つつじが丘地域福祉センター
	講 師	 池田信子さん（NPO法人ほが

らか副代表理事）
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 2/1㈭～2/21㈬に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

消防団観
かんえつ

閲式、消防関係表彰式

	と き	 3/4㈰[①観閲式]9:00[②表彰
式]10:30

	ところ	 ①市役所東館正面玄関前②公
会堂

	問合せ	 消防本部総務課（☎51・3111）
	 	 53474

交通安全推進市民大会

交通安全功労者の表彰や、交通安全
に関する落語などを行います。
	と き	 2/14㈬13:30～15:00
	ところ	 公会堂
	出 演	 微笑亭さん太さん（落語家）
 問合せ	 安全生活課（☎51・2550）
	 	 53566

成年後見制度講演会
任意後見と遺言

認知症になった時のための財産管理
や、遺言作成などを学びます。
	と き	 3/6㈫13:30～15:30
	ところ	 ライフポートとよはし
	講 師	 松﨑和馬さん（司法書士）
	その他	 手話通訳、要約筆記あり
	問合せ	 豊橋市成年後見支援センター

（豊橋市社会福祉協議会内
☎57・6800）

	 	 6521

くらしいきいき！
消費生活講座

①食生活とアンチエイジング、②介護
のお金について学びます。
	と き	 ①2/20㈫②3/1㈭14:00～

15:30
	ところ	 市役所東85会議室
	定 員	 各80人（申込順）
	申込み	 2 / 1 3㈫までに講座名、希

望番号、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数を
東三河広域連合消費生活課
（安全生活課内〒440-8501
住所不要☎51・2306 56・
0123 shohiseikatsu@union.
higashimikawa.lg.jp）

	 	 54354

家族で消防士採用ガイダンスを
受けよう

消防署や訓練の見学、消防士との座
談会などを行います。
	と き	 3/10㈯13:30～16:00
	ところ	 中消防署
	対 象	 平成2年4月2日～平成13年4

月1日生まれの方と家族
	定 員	 80人（申込順）
	申込み	 随時、Eメールでイベント名、氏

名、年齢	、性別	、電話番号、参
加人数を消防本部総務課（☎
51・3105 shobo-somu@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 52847
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