
みんなで認知症を理解しよう
認知症サポーター養成講座

認知症の方への接し方などを学びます。
	とき	 ①6/30㈯13:30～14:30②7/7㈯

10:00～11:30
	ところ	 ①あいトピア②豊城地区市民館
	対 象	 市内在住・在勤の方
	講 師	 キャラバンメイト　
	定 員	 ①40人②50人（各申込順）　
	その他	 講座終了後に認知症サポー

ターの証「オレンジリング」進呈
	申込み	 6/29㈮までに住所、氏名、電話

番号を①は豊橋市中央地域包
括支援センター（☎54・7170）、
②は地域包括支援センターふ
くろう（☎56・0018）

	 	 6412

知っトク！豊橋ゼミナール

■渥美線電車機銃掃射
その継承と学校現場への活用
	とき	 7/3㈫、7/17㈫、7/31㈫（全3

回）10:00～11:30
	申込み	 6/20㈬までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■イラストレーター 内藤勲が語る

郷土の魅力＆似顔絵講話
	とき	 7/21㈯、8/4㈯、8/18㈯（全3

回）10:00～11:30
	申込み	 6/30㈯までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387

古
ふ る

多
た め

米で七夕飾りを作ろう

竹に折り紙や短冊を飾り、七夕飾りを
作ります。　
	とき	 6/30㈯9:30～11:30
	ところ	 民俗資料収蔵室
	対 象	 市内在住の小学生と家族
	定 員	 20組（1組5人まで。申込順）
	その他	 作品の持ち帰り可
	申込み	 6/28㈭までに代表者の氏名・

電話番号、参加人数を美術博
物館（☎51・2882）

親子フード・カルチャー・インサマー

学校給食の調理場の見学、調理体験、
試食（ソフトめんほか）をします。
	とき	 ①7/23㈪～7/25㈬②7/25㈬～

7/27㈮10:00～13:00
	ところ	 ①北部学校給食共同調理場
	 	 ②南部学校給食共同調理場
	対 象	 市内在住の小・中学生と保護者

（未就学児の同伴不可）
	定 員	 ①各60人②各50人（各抽選）
	料 金	 1人400円　
 その他	 申込方法など詳細はホーム

ページ参照
	問合せ	 保健給食課(☎51・2835)
	 	 5229

国際交流サロン
真夏の宵のボサノヴァ・ナイト

ミニライブやブラジル料理を楽しみます。
	とき	 7/6㈮18:30～20:30
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	出 演	 ミカ・ダ・シルヴァ（歌手）
	定 員	 80人（申込順）
	料 金	 一般2,000円、会員1,500円
	チケット	 6/3㈰9:00から豊橋市国際交

流協会（☎55・3671）

教科書展示会

小・中学校、高校、特別支援学校の教
科書見本を展示します。
	とき	 6/8㈮～7/2㈪（日曜日を除く）

9:00～16:00　
 ところ	 教育会館　
	問合せ	 教育会館（☎33・2113）

初心者でもカンタン!
次郎柿育成講座

摘
てき

蕾
らい

、摘
てき

果
か

、収穫などを体験します。
	とき	 6/30㈯、8/25㈯、11月上旬（全

3回）9:30～11:30
 ところ	 嵩山町字神畑の柿畑　
	対 象	 市内在住の方　
	講 師	 鈴木三和子さん（次郎柿生産者）
	定 員	 20人（抽選）
 申込み	 6/15㈮（必着）までに、はがき、

またはEメールで講座名、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）

	 	 57181

ごみ減量・リサイクル講習会

	とき	 7/1㈰
	ところ	 市役所講堂
■生ごみ減量容器の活用術
	時 間	 13:00～14:00
	講 師	 餌取英樹さん（環境カウンセ

ラー）
■生ごみたい肥でガーデニング
	時 間	 14:15～15:15
	講 師	 山本洋見さん（グリーンアドバ

イザー）
■ごみ分別と減量講習会
	時 間	 15:30～16:30
	講 師	 環境政策課職員

［共通事項］
	定 員	 各100人（申込順）
	申込み	 6/22㈮（必着）までに講座名（複

数可）、住所、氏名、電話番号を
環境政策課（〒440-8501住所不
要☎51・2414	 56・5126）

	 	 57163
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視覚障害者ガイドヘルプ
ボランティア講習会

視覚障害者の外出を支援する技術を
講義と実践で学びます。
	とき	 7/5㈭、7/6㈮（全2回）10:00～

15:30
 ところ	 あいトピア
	講 師	 山本英毅さん（視覚障害リハビ

リテーションワーカー）
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 500円　
 申込み	 6/26㈫までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

ハナショウブの株分け体験

	とき	 6/20㈬10:00～12:00（小雨決行）
	ところ	 賀茂しょうぶ園　
	定 員	 30人（抽選）
	その他	 分けた株は1人20株まで持ち

帰り可
 申込み	 6/8㈮（必着）までに、はがき、

またはファックス（1申し込み2	
人まで）で参加者全員の住所・
氏名・電話番号を公園緑地課
（〒440-8501住所不要☎51・
2654	 56・1230）

	 	 56031

わくわく体験講座  ネイチャーゲーム

植物に触れ合い、観察して、自然の不
思議を体感します。
	とき	 6/24㈰10:00～12:00
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の方
	講 師	 野崎守さん（ネイチャーゲーム

インストラクター）
	定 員	 20人（申込順）
	申込み	 6/1㈮から青少年センター（☎

46・8925）
	 	 16908

どうまい！農産物堪能ツアー
ミニトマト収穫体験＆料理教室

トマト選果場の見学、生産者の話、収
穫体験、料理教室などを行います。
	とき	 6/24㈰8:30～14:00
	ところ	 JA豊橋トマト選果場など
	対 象	 豊橋・田原市在住の小学生以

下と保護者　
	定 員	 20人（抽選）
	料 金	 大人1,000円、小学生以下500円
	その他	 集合・解散はライフポートとよ

はし※バス使用
	申込み	 6/13㈬（必着）までに、はが

き、またはEメールでイベン
ト名、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	
info_nogyokikaku@city.
toyohashi.lg.jp）

	問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 57182

市民大学トラム

■お琴講座 和の音色に触れる♪
初めの一歩
	とき	 7/3㈫、7/17㈫、7/31㈫、8/21㈫、

9/4㈫（全5回）10:00～11:30
	料 金	 1,500円
	申込み	 6/20㈬までに北部地区市民館

（☎53・4212）
■みんなで楽しく、

クラフトバンドでカゴ作り
	とき	 7/5㈭、7/19㈭、8/2㈭、8/30㈭、

9/6㈭（全5回）10:00～12:00
	料 金	 4,500円
	申込み	 6/15㈮までに高豊地区市民館

（☎21・2824）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子で楽しいパン作り
ウインナーロールなど5種類のパン
	とき	 7/8㈰10:00～12:00
	ところ	 前芝校区市民館
	料 金	 600円
	申込み	 6/29㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■JR豊橋駅親子探検隊
	とき	 7/28㈯10:00～11:30
	ところ	 JR豊橋駅
	申込み	 7/10㈫までに中部地区市民館

（☎53・0638）
■夏休み！エンジョイ・クラフト

親子工作教室
	とき	 7/29㈰10:00～11:30
	料 金	 500円
	申込み	 7/18㈬までに北部地区市民館

（☎53・4212）
■将来の仕事、金銭面について

親子で考え計画しましょう
	とき	 8/4㈯10:00～11:30
	申込み	 7/20㈮までに本郷地区市民館

（☎46・8487）
［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
	 	 23387

豊橋創造大学連携講座 
老いに備える

	とき	 ①6/23㈯②7/7㈯③7/14㈯
④7/28㈯14：00～15：30

	ところ	 豊橋創造大学
	テーマ	 ①健康づくりと生活習慣を考

える②さあ、みんなで加齢に
打ち克

か

とう！③ロコモに備える
④老いと共に、今できること

	講 師	 ①大野善隆さん②森上亜城洋
さん（豊橋創造大学講師）③杉
浦昌さん④肥田岳彦さん（豊
橋創造大学教授）

	定 員	 各200人（申込順）
	申込み	 随時、住所、氏名、電話番号を

豊橋創造大学（☎050・2017・
2130	 exten@sozo.ac.jp）

	問合せ	 生涯学習課（☎51・2849）
	 	 23387
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