
ハローボランティア
オレンジ・フェスタ2017

市民活動団体紹介、ステージイベント
などを行います。
	と き	 11/19㈰10:00～16:00
	ところ	 市民センター「カリオンビル」、

松葉公園
	その他	 詳細はホームページ参照
	問合せ	 市民活動プラザ（☎56・5160）、

市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 10254

ジオツアー③　太古の海底を歩く

約1,700万年前の海底にたまった地層
や化石を観察します。
	と き	 12/3㈰8:45～16:30
	ところ	 東栄町、設楽町
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 当館学芸員
	定 員	 25人（抽選）
	その他	 集合・解散は自然史博物館

※バス使用
	申込み	 11/16㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがきで行事名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

設楽町で見られる地層

三河港モーターショー2017　×
三遠ネオフェニックス

三河港で輸入される自動車の展示な
どを行います。
	と き	 11/19㈰10:00～17:00※雨天中

止の決定は当日8:00以降に三
河港振興会ホームページに掲載

	ところ	 総合体育館
	問合せ	 三河港振興会（☎34・0130）、

みなと振興課（☎34・3710）

年末調整等説明会・
青色決算等説明会

■平成29年分年末調整等説明会
年末調整などの具体的な事務手続き
などについて説明します。
	と き	 11/17㈮10:00～12:00、13:30～

15:30
	対 象	 源泉徴収義務者
■平成29年分青色決算等説明会
所得税青色申告決算書の記載方法な
どについて説明します。
	と き	 12/1㈮10:00～12:00、13:30～

15:30
[共通事項]
	ところ	 アイプラザ豊橋
	問合せ	 豊橋税務署（☎52・6201※自

動音声案内「2」）

農家のおやじ集まれ

ライフプラン、事業承継、介護保険制度
などを学びます。
	と き	 11/27～12/11の月曜日（全3

回）18:00～20:30
	ところ	 市役所東128会議室ほか
	講 師	 伊藤由美子さん（ファイナン

シャルプランナー）ほか
	定 員	 25人（申込順）
	その他	 一部のみの参加可。詳細はお

問い合わせください
	申込み	 11/20㈪までに住所、氏名、

生年月日、電話番号、就農年
数、作目を農業企画課（☎51・
2458 info_nogyokikaku@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 8382

アイプラザ豊橋カルチャークラブ
フラワーアレンジメント講座

①西洋菊を使った正月飾り、②春の花
を使ったアレンジメントを作ります。
	と き	 ①12/14㈭②2/14㈬10:00～

12:00
	対 象	 18歳以上の方
	講 師	 上村郁乃さん（DFAフローリス

ト資格認定協会東海支部）
	定 員	 各10人程度（申込順）
	料 金	 ①5,600円②4,800円
	申込み	 ①は11/8㈬、②は12/13㈬から

アイプラザ豊橋（☎46・7181）

　　

「女性の健康支援事業」講演会
今ドキ！mama達の保健体育

現在の性教育、生涯の健康などに関す
る講演会です。
	と き	 12/16㈯10:00～12:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在学の中学・高校生の保

護者、学校関係者
	講 師	 宮本由記さん（医師）
	定 員	 100人（申込順）
	申込み	 前日までに住所、氏名、年齢、

電話番号を、こども保健課（☎
39・9160 kodomohoken@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 51763

	

西洋菊の正月飾り
（作品例）
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恋するスイーツ婚活　セミナー＆交流会

婚活に関するセミナーを受講後、男女
交流会を行います。
	と き	 12/16㈯13:00～17:00　
	ところ	 市役所講堂、コスタリカシティ

ガーデン
	対 象	 20～39歳の独身男女（市内在

住・在勤の方優先）
	定 員	 男女各25人（抽選）
	料 金	 1,080円
	申込み	 11/30㈭までにファックスで申

込書を、こども未来政策課（☎
51・2325 56・6050）※申込書
はホームページで配布。電話で
も申し込み可

	 	 47955

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■保護者のためのスマホ教室
　危険を知って安全に使おう！
	と き	 11/30㈭10:00～11:30
 申込み	 11/15㈬までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■親子で楽しく木工細工
　クリスマス・正月飾りを作ろう！
	と き	 12/16㈯13:00～16:00
	料 金	 500円
 申込み	 11/30㈭までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■春の七草を学ぶ　寄せ植え体験
	と き	 12/26㈫9:30～11:30
	料 金	 500円
	申込み	 11/19㈰までに高豊地区市民館

（☎21・2824）
■親子で門松づくり！
	と き	 12/26㈫9:30～11:30
	料 金	 1,500円
	申込み	 11/22㈬までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387

　　　　　

市民大学トラム
初めてでも楽しめる津軽三味線

	と き	 来年1/9㈫、1/16㈫、1/30㈫、
2/13㈫、2/27㈫（全5回）10:00～
11:30

	ところ	 本郷地区市民館
	料 金	 1,500円
	申込み	 12/10㈰までに本郷地区市民館

（☎46・8487）
	 	 23387

青少年健全育成のつどい

青少年健全育成に関する表彰・講演を
行います。
	と き	 11/3㈷13:30
	ところ	 公会堂
	講 師	 小田元一さん（愛知県青少年

育成アドバイザー連絡協議会
相談役）

 問合せ	 こども未来政策課（☎51・
2382）

	 	 23509

里山ボランティア体験

里山の除間伐と保全活動を体験します。
	と き	 11/18㈯10:00～12:00（雨天

中止）
	ところ	 岩崎広場
	定 員	 10人（申込順）
	その他	 集合・解散は高山広場内駐車場
	申込み	 11/1㈬～11/15㈬に公園緑地

課（☎51・2646）
	 	 52561

里山（イメージ）

とよはしまちなかスロータウン映画祭

■一般上映
	と き	 来年1/7～2/11の土・日曜日
 ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」ほか
■ゲスト出演 特別上映＆トーク
	出 演	 三浦友和（俳優）、横山剣（ミュー

ジシャン）、石川慶（豊橋出身
映画監督）ほか

［共通事項］
 その他	 チケットは11/4㈯から穂の国

とよはし芸術劇場ほかで販売。
日程など詳細はホームページ
参照

	問合せ	 とよはしまちなかスロータウ
ン映画祭実行委員会事務局
（☎52・9980）、まちなか活性
課（☎55・8101）

三浦友和

史跡ウォーキング
普門寺ウォーク！

地図を片手に、かつての境内跡を巡り
ます。
	と き	 12/2㈯9:30～14:00（雨天順

延12/9㈯）
	持ち物	 帽子、タオル、飲み物ほか
	その他	 集合は普門寺客殿前。当日は

普門寺もみじ祭りを開催
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

23 広報とよはし 平成29年11月


