
東海大土偶展 プレ展示・イベント

11・12月に開催の「東海大土偶展」に
展示の土偶をパネルで紹介します。
	と き	 9/29㈮～10/15㈰9:30～

21:00
＜関連イベント＞
■ワークショップ
キーホルダー作りや土偶なりきり写真
撮影ができます。
	と き	 9/30㈯10:00～15:30	
■土偶パントマイム
	と き	 9/30㈯10:30、13:30、15:00
	出 演	 白鳥兄弟（土偶パントマイマー）
[共通事項]
	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）

豊川市麻生田大橋遺跡の土偶

女性の再就職に向けた準備講座

自分の能力を再発見する方法、社会保
険制度などを学びます。
	と き	 10/5㈭、10/19㈭、11/2㈭、

11/16㈭、11/30㈭（全5回）
10:00～12:00

	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」	
	講 師	 菅田芳恵さん（キャリアカウン

セラー）ほか
	定 員	 20人（抽選）
	その他	 ハローワーク豊橋や愛知大学

キャリア支援課による講義あ
り。雇用保険受給者は求職活
動の実績に認定。6か月～未就
学児の託児あり（予約制。1人
350円必要）

	申込み	 9/20㈬までに市民協働推進課
（☎51・2188）※ホームページ
からも申し込み可

	 	 49020

ちびっ子科学スクール
太陽光を活かして

光電池を使った工作をし、太陽の光を
利用した実験をします。
	と き	 10/15㈰10:00～12:00
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の小学4～6年生と保

護者
	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	 10組（申込順）
 料 金	 1つ700円
	申込み	 9/5㈫から青少年センター（☎

46・8925）
	 	 16908

愛知県指定有形文化財　賀茂神社本殿
檜
ひ わ だ

皮屋根修理の見学会

檜皮屋根葺
ふき
替
か
え修理、作業を見学します。

	と き	 9/18㈷14:00、15:00
	ところ	 賀茂神社
	定 員	 各40人（申込順）
	申込み	 9/7㈭9:00から文化財センター

（☎56・6060）※１申し込みに
つき2人まで

檜皮屋根　葺替え修理のようす

豊橋まちゼミ
得する街のゼミナール

店主が専門知識やコツなどを伝授す
るミニ講座です。
	と き	 9/1㈮～10/1㈰
	ところ	 まちなかの店舗
	その他	 各講座の日程、開催店舗など

詳細はホームページ参照
	申込み	 電話で各開催店舗
	問合せ	 豊橋まちゼミの会（☎35・

9666）、まちなか活性課（☎55・
8101）

みなとふれあい体験イベント
ぷちぷちイクラづくり教室

海藻などで人工イクラを作り、試食します。
	と き	 9/23㈷10:00、13:00（各60分）
	ところ	 カモメリア
	対 象	 年長児～小学生と保護者
	定 員	 各20組（申込順）
 申込み	 9/1㈮～9/21㈭に希望時間、

参加者全員の氏名・年齢（学
年）、保護者の氏名・電話番
号を、みなと振興課（☎34・
3710）

	 	 51573

ひとり親家庭等生活支援講習会

	と き	 ①11/5㈰②11/26㈰③12/17㈰
13:30～15:00

	ところ	 こども若者総合相談支援セン
ター

	対 象	 ひとり親家庭の親、離婚を考え
ている方

 テーマ	 ①ひとり親家庭が子どもと楽し
く生きるには②ひとり親と仕事
③ライフプランと教育費

	講 師	 赤石千衣子さん（NPO法人し
んぐるまざあず・ふぉーらむ理
事長）ほか

	定 員	 各30人（申込順）
	その他	 託児あり（予約制。1人1回100

円必要）
 申込み	 10/5㈭までに、こども家庭課

（☎51・2321）
	 	 31542
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日本語ボランティア養成講座
外国人と交流しよう！

外国人が日本語を習得するための支
援方法を学びます。
	と き	 10/7～11/25の土曜日（全8

回）13:30～15:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 鈴木崇夫さん（とよた日本語学

習支援システム）ほか
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 一般6,000円、会員4,000円
	申込み	 9/29㈮までに返信先明記の

往復はがきで講座名、住所、
氏名、年齢、職業、電話番号を
豊橋市国際交流協会（〒440-
0888駅前大通二丁目33-1開
発ビル3階☎55・3671）

文化財大学　歴史的建造物を学ぶ

講義を聞き、東観音寺多宝塔などを見
学します。
	と き	 9/14㈭～9/16㈯（全3回）

10:00～15:00
 ところ	 文化財センターほか※バス使用
	講 師	 望月昭さん（あいちヘリテージ

マネジャー）ほか
	定 員	 25人（抽選）
	料 金	 500	円
	申込み	 9/8㈮までに文化財センター

（☎56・6060）※１申し込みに
つき2人まで

イライラ解消法
アンガーマネジメント

怒りをコントロールする対人技術を学
びます。
	と き	 9/23㈷13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 鎌田博幸さん（アンガーマネジ

メントシニアファシリテーター）
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 9/20㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

あなたの声でボランティア！
音訳入門講座

文字を音声にする音訳技術を講義と
実技で学びます。
	と き	 10/6～12/15の金曜日（11/3

を除く。全10回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 音訳グループ「ぴっち」ほか
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込み	 9/28㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

要約筆記入門講座
聞こえのサポートを学ぼう！

聴覚障害者へ文字で伝える要約筆記
を学びます。
	と き	 10/22～11/26の日曜日（全6

回）13:00～16:00
	ところ	 あいトピア
 講 師	 豊橋要約筆記サークル“すく

り～ん”
	定 員	 20人（申込順）
	申込み	 9/1㈮～10/15㈰に豊橋市社

会福祉協議会（☎52・1111）

精神保健福祉家族教室

■精神疾患と上手につきあいましょう
	と き	 9/26㈫13:30～16:00
	講 師	 前田貴生さん（大島医院副院

長）
■病気を持ちながら
　地域で安心して生活するために
	と き	 10/12㈭13:30～16:00
	講 師	 鈴木正俊さん（ほっとぴあ相談員）
[共通事項]
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 主に、うつ病や統合失調症の

家族
	定 員	 各50人（申込順）
	その他	 講演後に家族交流会あり（希

望者のみ）
	申込先	 健康増進課（☎39・9145）
	 	 6779

ええじゃないか豊橋まつりに向けた
草花の植え付け

	と き	 10/14㈯10:00～12:00（雨天
順延10/15㈰）

	ところ	 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
	定 員	 30	人（抽選）
	その他	 草花のプレゼント、グリーンポイ

ント（みどりの協会発行のポイン
トカード）付与あり。駐車場なし

	申込み	 9/29㈮（必着）までに、はがき、
またはファックスで参加者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号
を公園緑地課（〒440-8501住
所不要☎51・2654 56・1230）

	 	 51504
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