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ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
ハロウィン収穫祭

りんご・さつまいもの販売や、ミニゲー
ムなどを楽しめます。
	と き	 10/29㈰10:00～16:00（雨天

決行）
 ところ	 豊橋駅南口駅前広場
 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 	 52119

とよはし・マスターズカレッジ
楽しく生

い
こまいか

詐欺防止や認知症予防などを学びます。
	と き	 11/1～来年1/31の水曜日（全

12回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 大学教授ほか
	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 500円程度
	申込み	 10/20㈮までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

フラワードリーム

花展示や即売会、演奏会、オークション
などを行います。
	と き	 11/4㈯、11/5㈰
	ところ	 ほの国百貨店
	その他	 お楽しみ抽選会（先着各500

人）、東三河のお花さし放題など
あり。詳細はホームページ参照

	問合せ	 フラワードリーム事務局（農業
支援課内☎51・2473）

	 	 9397

男女交流会　独身農業男子と一緒に
フルーツ狩りとBBQで素敵な出会いを！！

	と き	 11/18㈯9:00～17:00頃
	ところ	 はままつフルーツパーク時之栖

（浜松市北区都田町）
	対 象	 45歳以下の独身女性
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 2,000円
	その他	 集合・解散は豊橋駅西口※バ

ス使用
	申込み	 10/31㈫までに住所、氏名、年

齢、電話番号をJA豊橋高豊支店
（☎21・2111）

	問合せ	 JA豊橋高豊支店、農業委員会
（☎51・2950）

	 	 10136

とよはし歴史探訪
豊橋今昔うぉーく

昔の絵図や地図で、失われた町並み
を探し歩きます。
	と き	 10/14㈯10:00～15:30
	ところ	 花田町～八町通り付近ほか
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 文化財センター学芸員
	定 員	 25人（抽選）
	料 金	 100円
 その他	 集合・解散は美術博物館
 申込み	 10/6㈮までに文化財センター

（☎56・6060）※1申し込み2
人まで

とよはしの巨木・名木を見学しよう

西郷小学校のクスノキなどをバスと徒
歩で見学します。
	と き	 11/10㈮9:00～15:00（雨天中

止）
	定 員	 20人（抽選。結果は10/25㈬ま

でに通知）
	その他	 集合・解散は市役所市民広場
	申込み	 10/18㈬（必着）までに、はがき

（1枚2人まで）で参加者全員
の住所・氏名・電話番号を公園
緑地課（〒440-8501住所不要
☎51・2654）

	 	 51539

子どものための科学展

小柴記念賞研究展、高校・大学などに
よる実験を行います。
	と き	 10/21㈯、10/22㈰10:00～

16:00（10/22は15:00まで）
	ところ	 視聴覚教育センター
	問合せ	 教育政策課（☎51・2819）
	 	 52124
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新城市 鳳来寺山もみじまつり 

11月初旬～下旬（予定）
鳳来寺山表参道（新城市門谷）

古
いにしえ
を感じる建築物と鮮やかな紅葉を楽し
めます。
新城市観光協会　☎0536・32・0022

東栄町
星空おんがく祭
10/8㈰10:30～21:00
総合グラウンド（東栄町大字本郷字大森）

森友嵐士（T-BOLAN）などが出演する音楽祭
です。
東栄町役場振興課			☎0536・76・0502

設楽町
参
さん

候
ぞろ

祭
まつり

11/11㈯
三都橋津島神社（設楽町三都橋字内貝津）

七福神と称
ね
宜
ぎ
の問答や、軽妙で愉快な舞を楽

しめます。
設楽町観光協会			☎0536・62・1000

蒲郡市
みかわ d

デ
e オンパク

10/1㈰～12/24㈰
東三河全域と岡崎市・西尾市など

フルーツ狩りやクルージングなどを体験でき
ます。
みかわdeオンパク実行委員会			☎0533・68・2526

豊根村
いも煮会 in 茶臼山
10/8㈰
茶臼山高原（豊根村坂宇場字御所平）

紅葉を見ながら野菜いっぱいのいも煮を味わ
います。
（一財）茶臼山高原協会			☎0536・87・2345

みなとふれあい体験イベント
㈱新来島豊橋造船見学会

全長200m級の船の建造を間近で見
学します。
	と き	 10/28㈯①8:45②10:30（各90

分）
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
	定 員	 各40人（申込順）
	その他	 集合・解散はカモメリア※バス

使用
	申込み	 10/19㈭までに希望番号、代表

者の郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号、参加者全員（1グ
ループ6人まで）の氏名・年齢
を、みなと振興課（☎34・3710
minato@city.toyohashi.lg.jp）

	 	 51594

神田ふれあいセンター交流事業
設楽の「いも煮会」体験バスツアー

いも煮会やクラフト作りを通じて地元
の方と交流します。
	と き	 11/19㈰8:45～17:00
	ところ	 JA愛知東　こんにゃく村（設楽

町神田字川端）
	対 象	 市内在住・在学・在勤の小学

生以上（小・中学生は保護者同
伴）

	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 1,000円
	その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
	申込み	 10/20㈮までに生涯学習課（☎

51・2851）
	 	 5270

岩屋緑地
どんぐりとキノコまつり

どんぐり工作や、キノコ汁作りを行います。
	と き	 10/29㈰9:30～15:00（小雨決

行）
 ところ	 岩屋緑地一帯
	対 象	 小学生以下と保護者
	講 師	 岩屋緑地に親しむ会
	定 員	 20組（申込順）
	料 金	 大人300円、小学生以下200円
	その他	 集合は9:00に視聴覚教育セン

ター
	申込み	 10/4㈬～10/18㈬に参加者

全員の住所・氏名・年齢・電
話番号を公園緑地課（☎51・
2655 56・1230）

	 	 51556
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