
施設職員のための
福祉レクリエーション入門講座

現場で使えるクラフトやレクリエーショ
ンを学びます。
	と き	 1/17～2/21の水曜日（全6回）

18:30～20:30
	ところ	 あいトピア
	対 象	 福祉の現場で働く方
	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	 2,000円
	申込み	 1/10㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

日本語ボランティア養成講座
外国人と対話しよう！

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	 1/13～3/17の土曜日（全10

回）13:30～15:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 鈴木勝代さん（東海日本語ネッ

トワーク）ほか
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 一般7,000円、会員5,000円
	申込み	 1/4㈭（必着）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）

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■自己肯定感をはぐくむ子育て
　作家　日原いずみの講話と交流
	と き	 1/21㈰13:30～15:00
	ところ	 南陽地区市民館
	申込み	 12/24㈰までに南陽地区市民館

（☎48・6576）
	 	 23387

豊橋技術科学大学連携講座
人工知能と情報処理技術の最前線

	と き	 ①2/3㈯②2/10㈯③2/17㈯
13:30～15:00

	ところ	 豊橋技術科学大学
	テーマ	 ①ロボットを賢くするには②

データサイエンスをもっと広め
よう③機械翻訳はどこまで進
んだか

	講 師	 ①三浦純さん②青野雅樹さん
③井佐原均さん（豊橋技術科
学大学教授）

	定 員	 各190人（申込順）
	申込先	 生涯学習課（☎51・2849）
	 	 23387

Noと言いづらいあなたのために
アサーティブコミュニケーションを学ぼう

言いづらくても必要な事柄を伝える対
人技術を学びます。
	と き	 1/13㈯13:30～16:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 谷水美香さん（特定非営利活動法

人アサーティブジャパン認定講師）
	定 員	 30人（申込順）
	その他	 手話通訳・要約筆記などが必

要な方は申し込み時に連絡
	申込み	 12/22㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111 52・1112）

豊橋市国際交流協会
冬学期語学講座（英語、中国語、スペイン語）

	と き	 1～3月の当協会指定日（各全
10回）

	料 金	 一般9,000円、会員7,000円　
	その他	 講座内容など詳細は豊橋市国

際交流協会ホームぺージ参照
	申込み	 12/25㈪までに返信先明記の

往復はがきで講座名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、職業、電
話番号（1講座につき1枚）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）

平成30年3月新規高卒者
合同企業説明会　in　豊橋

豊橋・田原市の企業（15社程度）から
採用情報を得られます。
	と き	 12/14㈭、12/15㈮13:00～16:00
	ところ	 市役所講堂
	対 象	 平成30年3月に高校を卒業予

定の就職未内定者
	その他	 職業適性診断、就職相談コー

ナーあり
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 	 19300
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中小事業者向け融資制度
（事業用資金）をご利用ください

市内の中小事業者が、経営の維持安定
や合理化のための設備投資などに必
要となる資金調達を支援します。原則、
第三者による連帯保証や担保を必要と
しない固定金利の融資制度で、今年度
から貸付利率を引き下げています。融
資利用にあたり必要となる信用保証料
の補助制度もあります。年末は大変混
み合いますので、年内に融資を受けた
い方は、早めにお申し込みください。
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2431）
	 	 9142

郷土関係出版物に補助します

 対 象	 市内在住の個人・研究グルー
プが1～12月に自費出版した
文学、本市の文化・自然・歴史
などを内容とした出版物

 補助額	 1件につき印刷刊行費の10％
以内（上限10万円）

 申込み	 12/1㈮～1/31㈬に申込用紙、
出版物4部（返却可）を「文化
のまち」づくり課※申込用紙は
「文化のまち」づくり課、中央
図書館、ホームページで配布

 問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）

	 	 6683

昨年の補助対象出版物

障害者週間
アート作品展示会

障害者の方の美術作品を展示します。
	と き	 12/2㈯～12/10㈰
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2697）
	 	 32563

豊橋工業高等学校連携講座
3D-C

キ ャ ド
AD、3Dプリンタの活用

最新機器について学び、キーホルダー
など小物を作製します。
	と き	 1/13～1/27の土曜日（全3回）

9:00～12:00
	ところ	 豊橋工業高等学校
	講 師	 豊橋工業高等学校教員
	申込み	 12/20㈬までに住所、氏名、年

齢、電話番号をアイプラザ豊橋
（☎ 48・3007）、生涯学習課
（☎51・2849）

	 	 23387

3Dプリンタ

小児慢性特定疾病
講演会・家族のつどい

先輩ママ3人の子育て体験談を聞き、
交流会などを行います。
	と き	 1/26㈮13:30～15:30
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 小児慢性特定疾病の子どもの

家族、支援関係者など
	講 師	 小山典久（市民病院小児科部

長）
	申込先	 こども保健課（☎39・9160）
	 	 6380

さくらピア　各種教室

■書道教室
年賀状や美しい文字の書き方を学び
ます。
	と き	 12/7㈭、12/21㈭、1/18㈭、

2/1㈭、2/15㈭、3/1㈭、3/15㈭
（全7回）10:00～12:00

 対 象	 市内在住の身体障害者・療育・
精神障害者保健福祉手帳所
持者（重度障害者は介護者同
伴）と家族、友人

	講 師	 本田栄子さん（書道師範）
	定 員	 10人（申込順）
 料 金	 500円
■スポレク教室
輪投げやペタンクなど室内スポーツを
楽しみます。
	と き	 12/20㈬、1/10㈬、1/24㈬、

2/7㈬、2/21㈬、3/7㈬（全6回）
10:30～12:00

	対 象	 市内在住の身体障害者・療育・
精神障害者保健福祉手帳所
持者（重度障害者は介護者同
伴）と家族、友人

	講 師	 清水勝之さん（レクリエーショ
ン講師）

	定 員	 20人（申込順）
■お正月アレンジフラワー
	と き	 12/26㈫10:00～11:30
	講 師	 花の工房ノイ
	定 員	 50人（申込順）
	料 金	 1,000円

［共通事項］
	ところ	 さくらピア
 その他	 手話通訳・要約筆記などが必

要な方は申し込み時に連絡。
詳細はホームページ参照

 申込み	 12/1㈮9:00から、さくらピア
（☎53・3153 53・3200）

	 	 32402
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