
市民大学トラム  愛知大学連携講座
豊橋と三遠南信

	とき	 ①10/13㈯②10/20㈯③10/27㈯
④11/3㈷10:30～12:00

	ところ	 愛知大学
	テーマ	 ①豊橋と三遠南信の広域連携

②豊橋と三遠南信の危機管理
③豊橋と三遠南信の歴史GIS
④豊橋と三遠南信のまちづくり

	講 師	 ①戸田敏行さん（愛知大学地
域政策学部教授）②村山徹さ
ん（愛知大学三遠南信地域
連携研究センター研究助教）	
③飯塚隆藤さん（愛知大学地
域政策学部准教授）④駒木伸
比古さん（愛知大学地域政策
学部教授）

	定 員	 各150人（申込順）
	申込先	 生涯学習課（☎51・2850）
	 		 23387

オレンジ・フェスタ2018

市民活動団体の活動を紹介するほか、
丸太を切る体験などができます。
	とき	 10/28㈰10:00～15:00
	ところ	 カリオンビル
	問合せ	 市民活動プラザ（☎56・5160）、

市民協働推進課（☎51・2483）
	 		 10254

市民活動団体交流会

避難所運営体験会を通して参加者同
士で交流します。
	とき	 10/27㈯10:00～15:00
	ところ	 松葉公園（雨天時はカリオンビ

ル）
	対 象	 市民活動団体所属者、高校・大

学生
	講 師	 永沼悠斗さん（東北福祉大学

学生）ほか
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 10/20㈯までに直接または電

話で市民活動プラザ（☎56・
5160）

	問合せ	 市民活動プラザ、市民協働推
進課（☎51・2483）

	 		 10254

小・中学生のための
家庭教育セミナー

■親子で作ろうガーランド
	とき	 12/2㈰9:30～11:30
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 3,000円
	申込み	 11/7㈬までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
■親子で干支印つくり
	とき	 12/8㈯13:30～15:00
	対 象	 小学3年～中学生と保護者
	料 金	 300円
	申込み	 11/23㈷までに東陽地区市民館

（☎61・7741）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 		 23387

センターフェスティバル

青少年センターの講座受講者の作品
展示などを行います。
	とき	 10/27㈯～11/4㈰9:00～22:00
	ところ	 青少年センター
	その他	 10/27㈯10:00～11:30に科学

実験教室あり（予約制）
	問合せ	 青少年センター（☎46・8925）
	 		 16908

小柴記念賞表彰式

	とき	 11/11㈰10:00
	ところ	 視聴覚教育センター
	その他	 10/20㈯～11/11㈰に受賞作

品の展示あり
問合せ	 教育政策課（☎51・2819）
	 		 42049

丸山薫研究会講演会  丸山薫の世界

	とき	 10/27㈯10:30
	ところ	 アイプラザ豊橋
	講 師	 冨長覚梁さん（詩人）	
	定 員	 45人（先着順）
問合せ	 	「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
	 		 23353

どうまい！農産物堪能ツアー
次郎柿収穫体験＆料理教室

	とき	 11/11㈰8:30～13:00
	ところ	 JA豊橋総合集出荷場など
	対 象	 豊橋・田原市内在住の小・中学

生と保護者　
	定 員	 16人（抽選）
	料 金	 500円
	その他	 集合・解散は石巻地区市民館

※バス使用
	申込み	 10/26㈮（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・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）
	 		 57179

市長と女性の懇談会

「天災を人災にしないために」をテーマ
に、市長を交えて話し合います。
	とき	 11/22㈭15:00～17:00　
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 市内在住で18歳以上の女性
	定 員	 2人（抽選。初回優先）
	その他	 豊橋女性団体連絡会会員も参加
	申込み	 10/15㈪までに郵送、ファックス

またはEメールで住所、氏名、年
齢、電話番号、テーマについて
の意見を広報広聴課（〒440-
8501住所不要☎51・2166	
56・5711	 kohokocho@city.
toyohashi.lg.jp）

	 		 17535
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東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。
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市民大学トラム

■植物からの贈りもの  心と体にやさしい
ハーブ＆アロマのちから
	とき	 10/24㈬、11/21㈬、12/26㈬、

来年1/23㈬、2/27㈬、3/27㈬
（全6回）10:00～11:30

	料 金	 7,500円
	申込み	 10/14㈰までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■ジャズ入門講座Ⅲ　
　なるほど  The  アドリブ
	とき	 11/17㈯、12/8㈯、12/22㈯、

来年1/12㈯、1/20㈰（全5回）
13:30～15:00

	対 象	 楽器の演奏ができる方（打楽
器を除く）

	料 金	 1,500円
	申込み	 10/30㈫までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 		 23387

神田ふれあいセンター交流事業
設楽のいも煮会 体験バスツアー

こんにゃく作りや木工体験を通じて地
元の方と交流します。
	とき	 11/18㈰8:45～17:00
	ところ	 JA愛知東・こんにゃく村（設楽

町神田字川端）
	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・解散は豊橋公園駐車場
	申込み	 10/19㈮までに生涯学習課（☎

51・2851）
	 		 61320

生涯学習地域連携講座
エクセルで描く似顔絵講座

	とき	 11/24～12/15の土曜日（全4
回）9:00～11:00　

	ところ	 豊橋商業高校
	対 象	 愛知県内在住の高校生以上
	定 員	 20人（抽選）　
	申込み	 10/1㈪～11/9㈮（消印有効）に

返信先明記の往復はがき（1人1
枚）で講座名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を愛知県生涯
学習推進センター（〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1）

	問合せ	 愛知県生涯学習推進センター
（☎052・961・5333）、生涯学
習課（☎51・2850）

	 		 23387
 

参
さんぞろまつり

侯祭
11/10㈯
三都橋津島神社

七福神と称
ね ぎ
宜の問答や、軽妙で愉快な

舞を楽しめます。
設楽町観光協会　☎0536・62・1000

三遠南信 食の祭典
10/21㈰
茶臼山高原

大アサリ、浜松ぎょうざ、駒ヶ根ソースカツ丼
などが味わえます。
三遠南信食の祭典実行委員会　☎0536・85・1316

東栄フェスティバル
11/3㈷10:00～18:30
東栄ドーム

三遠南信地域に伝わる伝統芸能を観覧で
きます。
東栄町役場振興課　☎0536・76・0502

みかわ de オンパク
10/1㈪～12/24㉁
東三河全域と県内一部

ヨットクルーズや山登りなどを体験できます。
みかわdeオンパク実行委員会
☎0533・68・2526

鳳来寺山もみじまつり
11月中旬～下旬
鳳来寺山表参道

古
いにしえ
を感じる建築物と鮮やかな紅葉を楽しめ

ます。
新城市観光協会　☎0536・29・0829

設楽町

豊根村

東栄町

蒲郡市

新城市
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