
成年後見制度講演会
よくわかる成年後見制度

消費者被害をテーマに、成年後見制度
について学びます。
 とき 3/13㈬13:30～15:30
 ところ ライフポートとよはし
 講 師 渡辺哲雄さん（東濃成年後見

センター理事長）
 その他 手話通訳・要約筆記などあり
 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

春のとよはし 
リバーサイドウォーキング

穂の国・豊橋ハーフマラソンのコース
の一部5km、10kmを歩きます。
 とき 3/3㈰9:00～13:00（9:00～

10:00受け付け。小雨決行）　
 定 員 300人（先着順）　
 その他 集合は陸上競技場。参加賞あり
 問合せ 健康政策課（☎39・9116）
   63159

とよはし歴史探訪 
トンボ玉をつくろう

 とき 3/2㈯10:00、14:00　
 ところ アイプラザ豊橋　
 対 象 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）　
 講 師 杉浦興子さん（ガラス工芸作家）
 定 員 各20人（抽選）　
 料 金 各800 円　
 申込み 2/15㈮（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚2人まで）
で講座名、希望時間、参加者全
員の住所・氏名・年齢・電話番
号を文化財センター（〒440-
0897松葉町三丁目1☎56・
6060）

ええじゃないか！
カイゼンまつり in 豊橋

全国の自治体職員が業務改善事例を
発表します。
 とき 2/22㈮9:30～17:30　
 ところ 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」　
 問合せ 行政課（☎51・2028）
   60703

アイプラザ豊橋フェスティバル

ステージショーや書道・絵画などの作
品展示などを行います。
 とき 2/24㈰10:00～16:00
 問合せ アイプラザ豊橋（☎46・7181）
   23387

向山緑地 桜観察会

桜を見ながら桜の歴史や品種などに
ついて学びます。
 とき 3/30㈯10:00～12:00（雨天 

中止）
 講 師 松井章泰さん（日本花の会さく

らアドバイザ－）
 定 員 20人（申込順）
 申込み 2/28㈭までに住所、氏名、電話

番号を公園緑地課（☎51・2654 
56・1230 koenryokuchi@

city.toyohashi.lg.jp）
   62725

文化財センター企画展示
壕
ほ り

に囲まれた弥生時代のムラ

市内で発掘した弥生時代の集落の暮
らしなどを紹介します。
 とき 2/2㈯～2/17㈰9:30～16:30
 ところ こども未来館「ここにこ」
 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

とよはし歴史探訪 考古学セミナー
29・30年度発掘成果報告

吉田城址や坂津寺貝塚などの発掘成
果を報告します。
 とき 2/16㈯14:00～16:00　
 ところ カリオンビル
 講 師 文化財センター学芸員ほか
 定 員 90人（先着順）
 料 金 100 円　
 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を
します。
 とき 2/12㈫、3/14㈭13:30～15:00
 ところ 保健所・保健センター
 対 象 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族
 申込先 健康増進課（☎39・9145）
   6779
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市議会議員選挙の立候補予定者
説明会

立候補の手続きや選挙運動などにつ
いて説明します。
 とき 2/23㈯13:30　
 ところ 市役所東85・86会議室　
 対 象 4/21㈰に行う豊橋市議会議員

選挙に立候補予定の方
 問合せ 選挙管理委員会（☎51・2960）
   45096

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 3/22㈮10:00～15:30
 ところ 市民病院
 定 員 30人（申込順）
 申込み 2/4㈪からホームページで必

要事項を入力
 問合せ 市民病院看護局業務科（☎

33・6223）
   16485

四季の行事教室
ひなまつりのつどい

ひなまつりにちなんだ工作やゲームを
します。
 とき 3/3㈰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保護者
 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 2/1㈮から青少年センター（☎

46・8925）
   16908

初心者でもカンタン！
次郎柿剪

せ ん て い

定講座

 とき 2/23㈯9:30～11:30　
 ところ 嵩山町字神畑の柿畑　
 対 象 市内在住の方（中学生以下は

保護者同伴）　
 講 師 鈴木三和子さん（次郎柿生産者）
 定 員 20人（抽選）　
 持ち物 剪定ばさみ　
 申込み 2/12㈫（必着）までに返信

先明記の往復はがき、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

在宅医療講演会

 とき 2/16㈯15:00～17:30 
 ところ 保健所・保健センター 
 講 師 中島一光さん（いきいき在宅ク

リニック院長）
 定 員 60人（申込順）
 申込み 2/13㈬までに豊橋市医師会

在宅医療サポートセンター（☎
35・6771）

   63305

在宅医療おたすけ市民公開講座

かかりつけ医や在宅医療について学
びます。
 とき 3/10㈰13:00
 ところ 保健所・保健センター
 講 師 対本宗訓さん（（医）健永会大館

記念病院理事長）ほか
 定 員 120人（先着順）
 問合せ 豊橋市医師会（☎45・4911）
   63307

ボランティア はじめの一歩セミナー

ボランティア団体の紹介や活動してい
る方との面談を行います。　
 とき 3/2㈯14:00～16:00　
 ところ あいトピア
 定 員 50人（申込順）　
 申込み 3/1㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
Hot＆Spicy Festival

香辛料の効いたフランクフルトなど旨
辛いものが集まります。
 とき 2/24㈰10:00～16:00
 ところ 豊橋駅南口駅前広場
 問合せ まちなか活性課（☎55・8101）
   62719

消防団観
か ん え つ

閲式、
消防関係表彰式

 とき 3/10㈰[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）
   61769
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