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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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	下水道バスツアー
とき：11月1日㈯午前8時15分～午後5
時30分　集合・解散：豊川浄化センター
（新西浜町）※バス使用　対象：市内在
住の方（小学生以下は保護者同伴）　内
容：愛知県下水道科学館、久屋大通庭園
（旧ランの館）を見学し、下水道につい

て学びます　定員：80人（抽選。結果は
10月17日に当選者に郵送）　参加料：
無料　持ち物：飲み物　その他：このツ
アーは豊川流域下水道推進協議会主催

で、豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・

東栄町の方も参加します　申し込み：10
月15日（必着）までに、はがき、または

Eメールで参加者全員の住所・氏名・

年齢・性別・電話番号を給排水課（〒

440-8502住所不要☎51・2726 info_

kyuhaisui@city.toyohashi.lg.jp）

	こども自動車運転免許教室
とき：11月9日㈰午前10時～11時30分、
午後1時30分～3時　ところ：交通児童館
（向山町字池下）　対象：年長児と保護者　
内容：座学、体験（子ども／バッテリー	
カーの運転、保護者／自動車学校教官

による安全運転の指導）、試験（合格者

に子ども向け運転免許証を交付）　定
員：各10組（抽選）　参加料：無料　その
他：参加者全員に交通安全啓発品を贈呈　
申し込み：10月28日までに希望の時間
帯、郵便番号、住所、参加者全員の氏

名（ふりがな）、子どもの生年月日、昼間

の連絡先を安全生活課（☎51・2550

56・0123）

	市立看護専門学校	戴
たいぼう

帽式
とき：10月29日㈬午後2時～3時　と
ころ：市立看護専門学校（青竹町字八間
西）　内容：学生たちが看護師としての
責任の重さを感じ、誇りを持つための

ナースキャップをいただく儀式である

戴帽式を見学することができます　そ
の他：公共交通機関をご利用ください　
申し込み：前日までに市立看護専門学校
（☎33・7891）

昨年の戴帽式のようす

プログラム名 とき 対象／内容／定員（抽選）／持ち物

運動あそび
11月1日㈯・15日㈯
①午前9時40分～10時40分
②午前11時～正午

小学1～3年生（保護者同伴）／とび箱・ドッヂビー／各20人／室
内用シューズ

おやこふれあい体操 11月12日㈬
午前10時30分～11時30分 生後4か月～1歳未満児と保護者／20組

おやこヨガ 11月13日㈭
午前10時30分～11時15分 生後7か月～1歳半児と保護者／15組

リトミックあそび 11月14日㈮
午前10時30分～11時30分 1歳半～3歳児と保護者／15組／空のペットボトル（1本）

おやこ造形あそび 11月16日㈰
午前10時～11時30分

年少児～小学生と保護者／ステンドグラス風のクリスマス飾りを
作ります／20組

めざせ！わっぱなし 11月29日㈯※雨天順延30日㈰
午前9時15分～10時30分

年長児～小学生と保護者／補助輪なし自転車の練習と交通安全ルー
ルを学びます／15組

休館日：月曜日※祝日の場合は翌平日

■10月のあそび場　対象：0～3歳児と保護者　参加料：無料　申し込み：不要
つどいの広場　とき：毎週火・水・金曜日（休館日、祝・休日を除く）午前9時30分～午後0時30分　内容：親子で交流
ができる広場
なかよし広場　とき：10月16日㈭午前10時30分～11時30分　内容：読み聞かせ、ふれあい体操など
■交通児童館あきまつり2014　おいでよ！こうつうの森　もっともっと交通安全
とき：10月5日㈰午前9時　内容：豊橋技術科学大学による交通安全シミュレーター体験、交通ルールとマナーをテーマ
にした絵本展示や牛乳パックを使った車の工作（数に限りあり）など　その他：詳細はホームページ参照
■11月のプログラム
参加料：明記していないものは無料　申し込み：10月15日（必着）までに返信先明記の往復はがき（1通につき1家族）で
①プログラム名（複数可）②とき③参加者の氏名（ひらがなで）・年齢（月齢まで）・学年④保護者の氏名⑤電話番号を交通
児童館（〒440-0864向山町字池下35）※窓口での普通はがきの受け付けも行います。11月9日㈰はイベント開催のため、
自転車コースに制限があります

問い合わせ：	交通児童館（☎61・5818
	 http://toyohashi.shopro.co.jp/）

携帯電話用
ホームページ
QRコード
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	市民大学トラム　

講座名 とき／ところ 内容／講師※敬称略 定員（抽選）／
受講料 申し込み

京都学
京都を学んで京都を歩こう！
（全6回）

10月 22日、11月 12日・
26日、来年2月25日、3
月11日・25日の水曜日午
前10時～11時30分／中
部地区市民館（東松山町）

京都紅葉の旅、京都の
桜めぐりの講座で、現
地視察を目的に、紅葉
の寺社、桜の名所につ
いて学びます／作中久
雄（京都検定1級資格者）

30人／1,500円 10月14日までに中部
地区市民館（☎53・0638）

こころとカラダの健康づくり
（全5回）

11月8日・15日・22日・
29日、12月13日の土曜日	
午前10時～11時30分／	
杉山地区市民館（杉山町
字孝仁）

ストレッチングなど、
座学と実技で心身の健
康づくりにチャレンジ
します／尼崎光洋（愛知
大学准教授）

15人／1,500円 10月25日までに杉山
地区市民館（☎23・2216）

童謡・唱歌、
日本の叙

じょじょう

情歌を歌おう
雀
すずめ

の学校
（全8回）

11月13日㈭・28日㈮、12
月11日㈭・26日㈮、来年
1月8日㈭・23日㈮、2月
12日㈭・27日㈮午後1時
30分～3時／北部地区市
民館（大村町字仲川原）

昔懐かしい音楽や演歌
の成り立ちを、作詞・作
曲者の想いや時代背景
から学び、みんなで感情
を込めて歌います／下
山惠子（音楽教室主宰）

40人／1,500円
（別途材料費
600円必要）

10月25日までに北部
地区市民館（☎53・4212）

あなたも今日から発酵食美人
（全5回）

11月19日、12月3日・17
日、来年1月14日・28日
の水曜日午前9時30分～
午後0時30分（12月17日
は午後4時30分まで）／五
並地区市民館

各回で専門の講師を招
き、各種発酵食品作り
を通して、健康と美容
と教養を高めます／多
賀谷彌津悦（和食店長）
ほか

10人／1,500円
（別途材料費
10,000円必要）

10月20日までに、は
がき、またはファック
スで住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を五並
地区市民館（〒441-
3113細谷町字上大附
98-9☎ 21・2729）

	豊橋技術科学大学一般公開講座　ビークルシティの未来
日程など：下表　ところ：豊橋技術科学大学（天伯町字雲雀ヶ丘）　対象：高校生以上　
受講料：無料　申し込み：随時、申込書を豊橋技術科学大学総務課地域連携係（☎
44・6569 44・6509 chiren@office.tut.ac.jp）※申込書はホームページ（http://

www.tut.ac.jp/cooperation/ecourse.html）で配布

■ビークルシティの未来　※時間は午後6時30分～8時
とき テーマ 講師※敬称略

11月7日㈮ 電動二輪車に乗ってみますか？
普及に向けた環境心理学研究

後藤尚弘
（環境・生命工学系准教授）

11月28日㈮ 未来ビークル導入の環境・経済
的影響評価

宮田譲
（建築・都市システム学系教授）ほか

12月5日㈮ 未来ビークルシティと交通シス
テム

廣畠康裕
（建築・都市システム学系教授）

	若者就職サポート塾　in　豊橋
とき：10月21日㈫午前10時～午後4時　ところ：豊橋商工会議所（花田町字石塚）　
対象：45歳未満の若年求職者、家族　参加料：無料　申し込み：①のみ10月17日
までに商工業振興課（☎51・2437）。②～④は不要

■若者就職サポート塾　in　豊橋
イベント名 内容／定員

①キャリア相談 就職相談員による就職に関する相談とアドバイス。保護者
からの相談にも応じます（1人約50分）／10人

②職業適性診断 パソコンの職業適性診断システムを利用した診断

③ハローワーク相談 ハローワーク豊橋の職員による職業相談窓口を開設

＜同時開催＞
④合同企業説明会

平成27年3月卒業予定の大学生、短大生などを対象とし
た企業説明会。中途採用、第二新卒者の方も参加できます

	ちびっ子科学スクール
落ち葉でスピーカーを作ろう

とき：10月26日㈰午前10時～正午　とこ
ろ：青少年センター（牟呂町字東里）　対
象：市内在住の小学生と保護者　内容：
科学を学びながら、落ち葉でスピーカー

を製作します　講師：野口富雄さん（西
尾市ちびっ子科学スクール講師）　定員：
25組（申込順）　参加料：300円（教材費）　
申し込み：10月1日から青少年センター
（☎46・8925）

	羽田祭
■羽田八幡宮境内（花田町字斉藤）
とき／内容：10月4日㈯午後2時／餅投
げ、午後4時／手筒・大筒・乱玉。10

月5日㈰午前10時／乙女舞・浦安舞・

獅子舞奉奏

■松葉公園（萱町）
とき／内容：10月5日㈰午後3時15分／	
餅投げ、午後4時／手筒・大筒・乱玉・

仕掛

［共通事項］問い合わせ：羽田八幡宮（☎
31・7968）、観光振興課（☎51・2430）




