
①消防団観
か ん え つ

閲式
②消防関係表彰式

	とき	 3/12㈰①9:00②10:30
	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

再発見！豊橋の遺跡 石巻の縄文
遺跡・玉川変電所遺跡と採集資料

故・絹村良さんの寄贈資料の展示を通
して、市内の遺跡を学びます。
	とき	 2/8㈬～2/26㈰9:30～19:00

（土・日曜日、祝日は17:00
まで）

	ところ	 中央図書館
	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 発掘成果報告

境松遺跡や玉川変電所遺跡などの発
掘調査の成果を聞けます。　
	とき	 2/18㈯14:00～16:00
	ところ	 中央図書館
	講 師	 文化財センター学芸員ほか
	定 員	 66人（先着順）
	料 金	 100円
 問合せ	文化財センター（☎56・6060）

とよはし歴史探訪
トンボ玉をつくろう

	とき	 3/4㈯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16人（抽選）　
	料 金	 各1,000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）

天下の奇祭 鬼祭

赤鬼と天狗のからかいなどを観覧でき
ます。
	とき	 2/10㈮、2/11㈷
	ところ	 安久美神戸神明社
	その他	駐車場なし。奉賛会による飴ま

き行事は中止。タンキリ飴は
200円で販売中（なくなり次第
終了）

	問合せ	安久美神戸神明社（☎52・
5257）、観光プロモーション課
（☎51・2430）

	 	 90679

国際交流サロン
わたしのふるさとサルバドール

世界遺産をもつブラジルの港湾都市
の魅力を聞けます。
	とき	 2/25㈯13:30～15:00　
	ところ	 まちなか図書館
	講 師	 サントス・クレーベルさん（JICA

研修員）　
	定 員	 30人（申込順）　　
	申込み	 2/3㈮から豊橋市国際交流協

会ホームページで必要事項を
入力　

	問合せ	豊橋市国際交流協会（☎55・
3671）

事業承継セミナー
M＆Aを成功に導く

M&Aを成功させるために最も重要な
手順を学びます。
	とき	 3/8㈬14:00～15:40　
	ところ	 とよはし産業人材育成センター
	講 師	 近藤眞さん（近藤社会保険労務

士事務所）ほか
	定 員	 40人（申込順）
	その他	オンライン会議システム

「Zoom」での受講可
	申込み	 3/2㈭までに申込書を商工

業振興課（☎51・2426 55・
9090 shokogyo@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は
商工業振興課、ホームページで
配布

	 	 99904

催し・講座
高校生一日看護体験in市民病院
ふれてみよう 看護のこころ

白衣を着て、看護師の体験や病棟看護
の見学をします。
	とき	 3/24㈮13:30～16:00
	対 象	 高校生
	定 員	 24人（申込順）
	申込み	 2/13㈪～2/17㈮に市民病院

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）

成年後見制度啓発講座
任意後見制度と死後事務委任契約

行政書士から、制度や備えの方法を学
びます。
	とき	 3/8㈬13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 コスモス成年後見サポートセン

ター
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 2/1㈬～2/28㈫に豊橋市成年

後見支援センター（豊橋市社会
福祉協議会内☎57・6800）

	 	 6521

食品関係者向け
事業系ごみ適正処理セミナー

事業所から出るごみの適切な処理方法
を学びます。
	とき	 2/15㈬13:30～15:30
 ところ	 公会堂
	対 象	 市内の事業者、市内在住の方
	講 師	 長岡文明さん（BUN環境課題

研修事務所主宰）
	定 員	 100人（申込順）
 申込み	 2/8㈬までに申込書を廃棄物対

策課（〒440-8501住所不要☎
51・2410 haikibutsu@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は
ホームページで配布

	 	 80053
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認知症まちづくり報告会

企業や団体が行う、認知症の方を支え
る取り組みを学びます。
	とき	 3/12㈰13:30～14:30	
	ところ	 市役所講堂
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 3/3㈮までに氏名、電話番号、

メールアドレスを長寿介護課
（☎51・2338 56・3810
choju@city .toyohashi .
lg.jp)

	 	 63259

農家DE寺子屋NEO

企業的な農業経営を学びます。
	とき	 ①2/13㈪②2/27㈪③3/6㈪

13:30～15:30
	ところ	 市役所東85会議室
	対 象	 農業者
	講 師	 ①㈱鈴生②㈱アイファーム
	 	 ③㈲佐野ファーム
	定 員	 20人（申込順）
	その他	各回の講演内容など詳細はホー

ムページ参照
	申込み	各3日前までに希望講座、氏名、

生年月日、就農年数、作目を農
業支援課（☎51・2472）

	 	 97946

雇用定着促進啓発セミナー
若者に選ばれる企業になろう！

企業の魅力を若者に届けるための方法
を学びます。
	とき	 2/24㈮13:30～15:45
	ところ	 とよはし産業人材育成センター
	対 象	 市内の中小事業者・団体の経営

者や人事担当者
	講 師	 吉田豊さん（前・豊橋工科高校

校長）ほか
	定 員	 50人（申込順）
	その他	オンライン会議システム

「Zoom」での受講可
	申込み	 2/16㈭までに商工業振興課（☎

51・2435）
	 	 100372

地域力向上講座

■見ればわかる！VRで納得！
　感染症のうつり方
	とき	 3/9㈭13:30～15:00
	ところ	 吉田方地区市民館
	申込み	 2/19㈰までに吉田方地区市民館

（☎32・3978）
	 	 23387

農コン IN とよはし

市内在住で20代の農業男子5人と交流
します。
	とき	 3/4㈯18:00～20:00
	ところ	 華乃井テラス（西小田原町）
	対 象	 20～30代の独身女性
	定 員	 5人（申込順）
	料 金	 2,000円
	申込み	 2/22㈬までに住所、氏名、電

話番号、メールアドレスを愛
知県東三河農林水産事務所農
業改良普及課（☎63・3529
masako_kouno@pref.aichi.
lg.jp）

	問合せ	農業委員会（☎51・2950）
	 	 10136

市民大学トラム
豊橋技術科学大学連携講座

■身体の変化を「科学」する
　運動は副作用がない薬
	とき	 3/4㈯10:00～11:30
■身体の変化を「科学」する
　聞こえは変わる
	とき	 3/11㈯10:00～11:30

［共通事項］
	ところ	 ①豊橋技術科学大学②地区市

民館（16か所）
	定 員	 ①20人②各20人（各申込順）
	その他	②は講演のようすを大型モニ

ターで視聴。自宅などでオンラ
インでの受講可。受講方法など
詳細はホームページ参照

	申込み	①各3日前までに②各1週間前
までに豊橋技術科学大学ホー
ムページで必要事項を入力

	問合せ	生涯学習課（☎51・2849）
	 	 23387

若者就職サポート塾 in 豊橋

職業適性診断や履歴書などの添削、職
業相談会を行います。
	とき	 3/15㈬13:00～17:00
	ところ	 ロワジールホテル豊橋
	対 象	 大学や短期大学を卒業予定の

方など
 問合せ	商工業振興課（☎51・2435）
	 	 19300

和み塾 ①点描曼
ま ん 　 だ 　 ら   

荼羅画体験
②張り子面の絵付け体験

	とき	 ① 2/9 ㈭ 10:00 ～ 12:00
② 2/23 ㈷ 10:00 ～ 11:30、
13:00～14:30

	ところ	 駒屋
	定 員	 各10人
	料 金	 ①2,000円②1,000円
	申込み	①2/2㈭②2/3㈮10:00から駒

屋（☎41・6065）

社会人講座 ①使える書道
②役立つパソコン（初心者向け）

	とき	 4月～来年2月（8月を除く）の第
2・4土曜日（各全19回）10:00～
11:30　

 ところ	 豊橋高校
	対 象	 市内在住の方　
	定 員	 各20人（抽選）
	料 金	 各3,000円
	申込み	 2/13㈪（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚で1人
1講座）で講座番号、住所、氏
名、年齢、電話番号を豊橋高校
（〒440-0068東郷町43-1☎
62・0278）

	 	 71461
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