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アカウミガメの来る
表浜海岸の自然観察会

海岸の植生観察と、ふ化後の産卵巣を
調査します。
	とき	 10/13㈯9:00～10:30
	対 象	 小学生以上（中学生以下は保

護者同伴）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 9/3㈪～9/25㈫に代表者の

郵便番号・住所・氏名・携帯電
話番号（なければ固定電話番
号）、参加者全員の氏名・年齢
を環境保全課（☎51・2386	
56・5577	 kankyohozen@
city.toyohashi.lg.jp）

	 		 5525

ひとり親家庭等生活支援講習会
親と子が楽しく暮らすヒントを学ぼう

①楽しい生き方、②仕事、③人生設計
と教育費について学びます。
	とき	 ①11/10㈯②11/24㈯③12/8㈯

13:30～15:00
	ところ	 こども若者総合相談支援セン

ター「ココエール」
	対 象	 ひとり親家庭の親、離婚を考え

ている方
	講 師	 赤石千衣子さん（NPO法人し

んぐるまざあず・ふぉーらむ理
事長）ほか

	定 員	 各30人（申込順）
	その他	 託児あり（予約制。1人各100円

必要）
	申込み	 10/5㈮までに、こども家庭課

（☎51・2321）
	 		 31542

介護の仕事復帰支援プログラム

最近の介護の仕事を研修と現場実習
で学びます。
	とき	 9/12㈬、9/13㈭（全2回）13:30～

15:30
	ところ	 あいトピア
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 9/11㈫までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

介護との両立が叶う
職場づくりセミナー

離職を防ぐための対応方法を学びます。
	とき	 10/4㈭13:30～16:30
	ところ	 勤労者会館「ワークピア」
	対 象	 市内の中小事業者・団体の経

営者・人事担当者
	講 師	 (一社)ワークライフバランス東海
	定 員	 25人（申込順）
	その他	 希望者は後日、個別相談可
	申込み	 9/21㈮までに商工業振興課

（☎51・2435）
	 		 49107

ええじゃないか豊橋まつりに向けた
草花の植え付け

	とき	 10/13㈯10:00～12:00（雨天
順延10/14㈰）

	ところ	 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
	定 員	 30人（抽選）
	その他	 草花のプレゼントなどあり。駐

車場なし
	申込み	 9/21㈮（必着）までに、はがき、

またはファックスで参加者全
員の住所・氏名・年齢・電話番
号を公園緑地課（〒440-8501
住所不要☎51・2654	 56・
1230）

	 		 51504

みなとふれあい体験イベント
セキスイハイム工業㈱工場見学会

家の組立工場の製造ライン、ショー
ルームなどを見学します。
	とき	 10/8㈷10:00、13:00（各90分）
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
	定 員	 各30人（申込順）
	その他	 集合・解散はカモメリア※バス

使用
	申込み	 9/25㈫までに希望時間、代表者

の郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号、参加者全員（1グルー
プ6人まで）の氏名・年齢を、
みなと振興課（☎34・3710		
minato@city.toyohashi.lg.jp）

	 		 59894

THE.工場見学

普段は入ることができない工場内を見
学します。
 とき	 ①9/30㈰10:00～11:30
	 	 ②10/8㈷9:30～12:00
	ところ	 ①㈱美建②武蔵精密工業㈱
	対 象	 小学4～6年生と保護者
	定 員	 各10組（抽選）
	申込み	 9/21㈮までに大清水まなび交

流館「ミナクル」（☎26・0010）
	 		 54918

わくわく体験講座
歌謡三味線

	とき	 9/12㈬、9/26㈬、10/10㈬、
10/24㈬、11/14㈬（全5回）
10:00～11:30

	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の18歳以上の方
	講 師	 津軽三味線	雅會
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込先	 青少年センター（☎46・8925）
	 		 16908
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四季の行事教室 お月見のつどい

お月見だんご作りや、ゲームをします。
	とき	 9/22㈯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）
	料 金	 200円
	申込み	 9/1㈯から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

市民大学トラム

■MAYAのバランスボールで
　体づくり 健康づくり
	とき	 9/30㈰、10/14㈰、10/28㈰、

11/11㈰、11/25㈰（全5回）
10:00～11:30

	申込み	 9/16㈰までに吉田方地区市民
館（☎32・3978）

■デジタルカメラレベルアップ講座
	とき	 10/7㈰、11/4㈰、12/2㈰、来年

1/6㈰、2/3㈰（全5回）10:00～
11:30

	申込み	 9/20㈭までに東陵地区市民館	
（☎64・8088）

■託児もある講座で学ぶ
　ピラティスで姿勢美人！
	とき	 10/9㈫、10/23㈫、11/6㈫、

11/20㈫、12/4㈫（全5回）
10:00～12:00

	申込み	 9/21㈮までに東部地区市民館
飯村分館（☎64・5261）

■心と身体に優しいヨガ
	とき	 10/18～11/29の木曜日（全7

回）10:00～11:30
	申込み	 9/25㈫までに豊城地区市民館

（☎53・3304）
■初心者のための健康太極拳
	とき	 10/27㈯、11/10㈯、11/24㈯、

12/8㈯、12/22㈯（全5回）
10:30～12:30

	申込み	 9/21㈮までに石巻地区市民館
（☎88・1317）

[共通事項]
	ところ	 各申込先
	料 金	 各1,500円
	 		 23387

豊橋動物愛護デー

	とき	 9/23㈷9:00～12:00
	ところ	 保健所・保健センター
■犬・猫の家族さがし登録会
	時 間	 9:30～10:00（9:00から受け付け）
	その他	 犬・猫の飼い方などの説明あり
■動物愛護図画展
市内の小学生が描いた入賞作品を展
示します。
[共通事項]
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 		 51264

女性の再就職支援セミナー

応募書類の作成方法、面接対策、社会
保険制度などを学びます。
	とき	 10/4㈭、10/18㈭、11/1㈭、

11/15㈭、11/29㈭（全5回）
10:00～12:00

	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 粂真生さん（キャリアコンサル

タント）ほか
	定 員	 20人（抽選）
	その他	 企業の人事担当者と意見交換

会あり。6か月～6歳児の託児
あり（予約制）

	申込み	 9/28㈮までに㈱エイジェック
（☎052・589・8751）※ホーム
ページからも申し込み可

	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2188）
	 		 60882

豊橋張り子最後のお面工人
豊田三良さんの元型でお面づくり

	とき	 10/7～10/28の日曜日（全4
回）13:00～15:30

	ところ	 民俗資料収蔵室
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 豊橋竹とんぼ会
	定 員	 25人（申込順）
	料 金	 800円
	申込み	 9/5㈬～9/23㈷9:00～17:00

に参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を豊橋竹とんぼ
会	兵藤（☎080・5294・1818）

	問合せ	 美術博物館（☎51・2882）

あなたの声でボランティア！
音訳入門講座

文字を音声にする音訳技術を講義と
実技で学びます。
	とき	 10/5～12/14の金曜日（11/23

を除く。全10回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 音訳グループ「ぴっち」ほか
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込み	 9/27㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

敬老の日企画 まごのて

手形とメッセージを添えた贈り物を作
ります。
	とき	 9/16㈰、9/17㈷9:00～16:30
	ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方（未就学児は保

護者同伴）
	定 員	 各25人（先着順）
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

東三河交流事業 市民活動見学
どすごいバスツアー

湿地の整備などを行う黒瀬美土里会
の活動を学び、交流します。
	とき	 10/14㈰7:30～15:30
	ところ	 黒瀬庄ノ沢緑地（新城市作手

黒瀬）
	定 員	 30人（申込順）
	その他	 集合・解散は豊橋駅または市

役所東館正面玄関前
	申込み	 9/21㈮までに市民協働推進課

（☎51・2483）
	 		 50330

支え合い活動など支援講座

認知症の方を地域で見守る方法など
を学びます。
	とき	 10/4㈭13:30～16:10
	ところ	 あいトピア
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 9/28㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）
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