
ワークショップ
表浜でビーチコーミング

海岸に漂着した貝殻や骨などを探します。
	と き	 6/9㈯9:00～12:00（雨天順延

6/10㈰）
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
	講 師	 自然史博物館学芸員
	定 員	 25人（抽選）
	その他	 集合・解散は総合動植物公園

中央駐車場※バス使用
	申込み	 5/24㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがきで行事名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238	☎41・4747）

	 	 55092

認知症サポーター講座

認知症を知り、認知症の方や家族への
支援方法を学びます。
	と き	 講師との調整により決定
	ところ	 市内の公共施設など（申込者

が用意）
	対 象	 市内在住・在学・在勤のグループ
	その他	 認知症サポーターの証「オレン

ジリング」を進呈
 申込み	 希望日の1か月前までに直接、

郵送またはファックスで申込
書を長寿介護課（〒440-8501
住所不要☎51・2338 56・
3810）※申込書は長寿介護
課、各地域包括支援センター、
各校区・地区市民館で配布

	 	 6412

AI実証研究の成果報告会

介護現場へのAI（人工知能）導入に関
する実証研究の成果を報告します。
	と き	 5/8㈫13:30
	ところ	 市役所講堂
	問合せ	 長寿介護課（☎51・2338）
	 	 56743

組織力・技術力向上のための
中小企業人材育成支援研修

情報化や品質管理、技術者育成（全17
講座）などについて学びます。
	と き	 5月中旬～12月
	ところ	 豊橋サイエンスコアほか
	定 員	 各10～30人（申込順）
	料 金	 各4,500～15,000円（市外在

住・在勤の方は倍額）
 申込み	 各10日前までにファックスで

申込書を商工業振興課（☎
51・2435 55・9090）※ホーム
ページからも申し込み可。申込
書などは商工業振興課、豊橋
サイエンスコア、各地区市民館
などで配布

	 	 15757

ジオツアー①豊
と よ が わ

川の石はどこから

	と き	 6/23㈯9:00～16:30（雨天順
延6/24㈰）

	ところ	 新城市、設楽町
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 自然史博物館学芸員
	定 員	 25人（抽選）
	その他	 集合・解散は総合動植物公園

中央駐車場※バス使用
	申込み	 6/7㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがきで行事名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238	☎41・4747）

	 	 55091

自分たちで地域をつくる！
場づくりのチカラ

人や団体との関わり方、場づくりの基
本を学びます。
	と き	 5/20㈰13:30～16:00
 ところ	 カリオンビル
	講 師	 長田英史さん（NPO法人れん

げ舎代表）
	定 員	 90人（申込順）
	申込み	 5/10㈭までにカリオンビル（☎

56・5160）
	 	 10254

市民大学トラム

■美しい和凧・鳥凧を作り、
　部屋に飾ろう！高く揚げよう！
	と き	 6/2～6/23の土曜日（全4回）

10:00～12:00
	ところ	 杉山地区市民館
	料 金	 2,500円
	申込み	 5/19㈯までに杉山地区市民館

（☎23・2216）
	 	 23387

知っトク！豊橋ゼミナール

■幻のサツマイモ  飯村甘
かんしょ

藷を
　育ててみよう、味わってみよう！
	と き	 6/10㈰、10/21㈰、11/11㈰、

11/18㈰（全4回）10:00～12:00
	料 金	 1,500円
 申込み	 5/19㈯までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）
■まるごと石巻③
　石巻を知る 古墳・文化財を巡る
	と き	 6/15㈮、7/13㈮、9/14㈮、

10/12㈮（全4回）13:30～15:00
※9/14は9:30～12:00

	申込み	 5/20㈰までに石巻地区市民館
（☎88・1317）

［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387
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愛知県 福祉・介護の
就職総合フェア 東三河

約60法人に、面談や資格に関する相
談ができます。
	と き	 6/10㈰13:00～16:00※受け

付けは15:45まで
	ところ	 ロワジールホテル豊橋
	対 象	 来年3月卒業予定の学生、一般

求職者
	問合せ	 豊橋市社会福祉協議会（☎

52・1111）

看護師など再就職
チャレンジ支援研修

最近の看護の動向について、講義と実
習で学びます。
	と き	 6/18㈪～6/20㈬9:30～15:00
	ところ	 市民病院、市立看護専門学校
	対 象	 看護師・准看護師の資格を持

ち、現在未就業の方
	定 員	 各10人（申込順）
	申込み	 6/8㈮までに健康政策課（☎

39・9111）
	 	 8302

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

交流会と風船を使ったゲームなどを行
います。
	と き	 5/18㈮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

性症などの方と家族
	申込み	 5/17㈭までに健康増進課（☎

39・9134）
	 	 6770

①特別支援学校など②専修学校
などの進学についての座談会

各校の通学経験児の保護者を交えた
座談会です。
	と き	 7/7㈯①10:00～12:00②13:30～

15:30
	ところ	 こども発達センター
	対 象	 発達に心配のある中学生の保

護者、教員
	定 員	 各30人（申込順）
	申込み	 6/29㈮までに希望番号、住所、

氏名、電話番号、参加人数、保
護者または教員の別を、こど
も発達センター（☎39・9200
47・0911 hattatsu-center@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 51061

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	 5/26㈯13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 下山久之さん（同朋大学教授）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 5/18㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

納涼まつり（夜店）

金魚すくい、わた菓子など、多くの露店
が立ち並びます。
	と き	 6月の金～日曜日18:00～21:30
	ところ	 豊橋球場周辺	
	その他	 駐車場はありませんので、公共

交通機関をご利用ください
	問合せ	 観光振興課（☎51・2430）※開

催日は納涼まつり本部（☎55・
8530）

	 	 10798

東陽ふれあい音楽会

	と き	 ①5/9㈬②5/23㈬10:00
 ところ	 東陽地区市民館
	出 演	 ①安藤よしの（フルーティスト）

ほか②濱島秀行（ヴァイオリニ
スト）、夏目順子（ピアニスト）

	曲 目	 ①愛の挨拶（エルガー）、糸（中
島みゆき）ほか②夏は来ぬ、虹
の彼方へ、雨だれほか

	定 員	 各240人（先着順）
	料 金	 各400円
 問合せ	 東陽地区市民館（☎61・7741）
	 	 23387

働く女性応援セミナー
賢い時間の使い方、人との交流

日々の時間の使い方を分析し、立ち居
振る舞いを学びます。
	と き	 6 /10㈰、6/17㈰（全2回）

10:00～12:00
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 武井美智子さん（産業カウンセ

ラー）ほか
	定 員	 30人（抽選）
	その他	 6か月～未就学児の託児あり

（予約制。1人1回300円必要）
	申込み	 5/24㈭までに市民協働推進課

（☎51・2188）※ホームページ
からも申し込み可

	 	 56106

大ホールひとりじめ
スタインウェイをひこう

ピアノの名器スタインウェイ（D-274）を
演奏できます。
	と き	 6/29㈮10:00～21:00、6/30㈯

10:00～18:00
	ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 小学生以上
	料 金	 各30分1,000円（最大1時間）
	申込み	 5/26㈯10:00からアイプラザ

豊橋（☎46・7181）
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