
勤労者講座 カラー＆アロマセラピー

心と体のセルフケアの方法を学びます。
	と き	 8/22㈫、8/29㈫、9/12㈫、9/26

㈫、10/3㈫（全5回）19:00～
20:30

	ところ	 勤労青少年ホーム
	対 象	 市内在住・在勤の方
	講 師	 竹下育子さん（カラー＆アロマ

セラピスト）
	定 員	 20人（申込順）
 料 金	 1,700円
 申込み	 8/15㈫までに住所、氏名、年

齢、電話番号、勤務先を勤労青
少年ホーム（☎33・0555
kinroseisyonen-home@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 10784

わくわく体験クラブ 
楽しく覚える津軽三味線講座 

三味線に親しみ、日本古来の音楽を学
びます。
	と き	 9/13㈬、9/27㈬、10/11㈬、

10/25㈬、11/8㈬（全5回）
10:00～11:30

	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住で18歳以上の方
	講 師	 津軽三味線	雅會
 定 員	 20人（申込順）
申込み	 8/15㈫から青少年センター

（☎46・8925）
	 	 16908

豊障連 納涼夏祭り

ゲーム、授産所バザー、盆踊りなどを楽
しめます。
	と き	 8/26㈯17:00～19:30
	ところ	 さくらピア
	その他	 公共交通機関をご利用ください
	問合せ	 さくらピア（☎53・3153）
	 	 32402

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■一緒に作って親子で食育
	と き	 9/10㈰10:00～12:00
申込先	 東部地区市民館（☎63・3810）
■親子でトレイル弓張山系
	と き	 9/24㈰9:00～15:00
	ところ	 弓張山系（神石山）
	申込先	 高師台地区市民館（☎48・1321）
■悩みスッキリ！思春期の子どもとの
　コミュニケーション術＠ミナクル
	と き	 9/30㈯10:00～11:30
申込先	 南稜地区市民館（☎26・0010）
■親子で外国（ベトナム）の料理に
　挑戦してみよう
	と き	 9/30㈯10:00～12:30
 申込先	 二川地区市民館（☎41・0551）

［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
 料 金	 各申込先へお問合せください
	 	 23387

多様な性について考える
性的少数者（LGBT）への基礎理解講座

	と き	 ①9/2㈯②9/9㈯（全2回）
13:30～15:30

	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	テーマ	 ①支援者として各家庭や職場

などで必要なこと②当事者の
経験を踏まえたLGBTの理解
と今後できること

	講 師	 ①NPO法人ASTA②きまた
宗則さん（コア心理カウンセ
ラー）

	定 員	 各25人（抽選）
	その他	 6か月～未就学児の託児あり

（予約制。1人300円必要）
 申込み	 8/23㈬までに市民協働推進課

（☎51・2188）※ホームページ
からも申込み可

	 	 49020

LGBTの尊厳と社会運動を象
徴する「レインボーフラッグ」

平和について考えてみませんか？
平和パネル展

原爆パネルなどの展示や、戦争体験談
DVDを上映します。
	と き	 8/2㈬～8/15㈫8:30～17:00
	ところ	 市役所市民ギャラリー
	問合せ	 行政課（☎51・2028）
	 	 51025

家族向け省エネセミナーと
ペットボトル風力発電機の作成

	と き	 8/19㈯11:00～15:00
 ところ	 豊橋サイエンスコア
	対 象	 小学生と保護者
	定 員	 20組（申込順）
 料 金	 500円
 その他	 小学5・6年生（先着10人）はセ

ミナー中にメイカーズ講座「ロ
ボティクス広場で遊んでみよ
う」に参加可

 申込み	 8/7㈪から㈱サイエンス・クリエ
イト（☎44・1111）

	問合せ	 ㈱サイエンス・クリエイト、温暖
化対策推進室（☎51・2419）

	 	 51188

ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ
南信州秋キャンペーン in 豊橋

桃、五平餅など南信州の特産品を集め
た特産市です。
	と き	 9/3㈰10:00～16:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	その他	 南信州の14市町村のPRブー

ス、南信州下條村のローカル
ヒーローショーも同時開催

	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 	 22890

ゴールドラッシュ
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葦毛湿原 秋の観察会

シラタマホシクサなど秋の植物を観察
します。
	と き	 9/9㈯9:30～11:30
 集 合	 長尾池公園内東屋
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 60人（申込順）
	申込み	 8/1㈫から文化財センター（☎

56・6060）
	 	 51014

シラタマホシクサ

豊橋・田原 産直・農業体験
スタンプラリー

抽選で田原牛、豊橋産新米コシヒカリ
などが当たります。
	と き	 9/24㈰まで
	ところ	 あぐりパーク食彩村、サンテパ

ルクたはら（田原市野田町芦ヶ
池）ほか

	申込み	 9/25㈪（必着）までにスタンプ
を3つ集めた応募用紙を豊橋
田原広域農業推進会議事務局
（農業企画課内〒440-8501
住所不要）※応募用紙は豊橋・
田原市役所、各ラリースポット
で配布

 問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 51214

子ども会議

講義や意見交換などで子どもの人権、
権利について考えます。
	と き	 11/3㈷10:00～12:00
 ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 市内在住・在学の小学5・6年生
	定 員	 25人程度（申込順）
 申込み	 9/20㈬までに、こども未来政

策課（☎51・2325）
	 	 22670

女性を活かす職場づくり講座

女性が働きやすく、働きたくなる職場づ
くりを学びます。
	と き	 ①9/21㈭②10/27㈮③11/28

㈫（全3回）13:30～16:30
	ところ	 勤労青少年ホーム
	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	 希望者に個別相談あり
	申込み	 9/8㈮までに商工業振興課（☎

51・2435）
	 	 49107

福祉レクリエーション
ボランティアセミナー

福祉レクリエーション技術の入門講座
です。
	と き	 9/6～10/11の水曜日（全6回）

13:30～15:30
	ところ	 あいトピアほか
	講 師	 福祉レクリエーション　つくしほか
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円
 申込み	 8/30㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

就職ミニ説明会

8社程度の企業から採用説明などの話
を聞けます。
	と き	 8/24㈭14:00～16:00
	ところ	 豊橋地方合同庁舎
	対 象	 平成30年3月に大学院・大学・

短期大学・専修学校などの卒
業予定者、45歳未満の一般求
職者

	問合せ	 愛知県就業促進課（☎052・
954・6366）、市役所商工業振
興課（☎51・2435）

	 	 19300

市民大学トラム

■ろくろを使わないで抹茶茶碗を作り
　茶をいただこう！
	と き	 9/2～9/16の土曜日（全3回）

9:00～12:00
申込先	 杉山地区市民館（☎23・2216）
■太極拳で健康づくり！
	と き	 9/3～10/8の日曜日（全6回）

10:00～11:30
申込先	 青陵地区市民館（☎61・9285）
■折り紙「連鶴」に挑戦！
	と き	 9/13㈬、9/27㈬、10/11㈬、

10/25㈬、11/8㈬（全5回）
10:00～11:30

申込先	 中部地区市民館（☎53・0638）
■ボールとタオルで、いきいきラクラク

健康体操
	と き	 9/14～10/26の木曜日（全7

回）10:00～11:30
申込先	 豊城地区市民館（☎53・3304）
■みんなで歌おう
　童謡・唱歌・フォークソング
	と き	 9/16～10/21の土曜日（10/7

を除く。全5回）13:30～15:00
申込先	 東陵地区市民館（☎64・8088）
■お部屋に緑を 初めての寄せ植え
	と き	 9/17㈰、10/15㈰、11/19㈰、

12/17㈰（全4回）13:30～15:00
申込先	 東陽地区市民館（☎61・7741）

［共通事項］
	ところ	 各申込先
 料 金	 各申込先へお問合せください
	 	 23387

国際交流サロン
知られざるエクアドルの魅力

エクアドルの文化、祭りなどを学び、踊
りを実演します。
	と き	 8/20㈰13:00～14:30
 ところ	 国際協力市民サロン「P

パ ル
al」

	講 師	 サエキ・リリアナさん（エクアド
ル出身）

	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 8/2㈬10:00から豊橋市国際交

流協会（☎55・3671 tia@tia.
aichi.jp）

	 	 51026
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