
カリオン文化祭＆音楽祭

利用者の芸術・文化作品の展示や歌、
楽器演奏などを行います。
	と き	 [文化祭]3/13㈫～3/18㈰

10:00～17:00[音楽祭]3/18㈰
11:00～15:00

	ところ	 カリオンビル
	問合せ	 カリオンビル（☎56・5141）
	 	 10254

地区市民館PRポスターを展示します

	と き	 3/26㈪～3/30㈮。最終日は
16:00まで

	ところ	 市役所市民ギャラリー
	問合せ	 生涯学習課（☎51・2850）
	 	 4440

さくらピア　寄せ植え講座

季節の花を使った寄せ植え体験をします。
	と き	 3/22㈭13:30～14:30
 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	 マルシェ＆カフェ　はなやさい
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,500円
	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	 3/1㈭9:00から、さくらピア（☎

53・3153 53・3200）
	 	 32402

シイタケ栽培の体験をしてみませんか

里山でコナラの原木運びと菌打ちをします。
	と き	 3/17㈯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	 3/12㈪までに公園緑地課（☎

51・2646）
	 	 54054

国際交流サロン　バルト海の
風と大地、リトアニアの魅力

リトアニアの文化、食べ物などを紹介し
ます。
	と き	 3/31㈯13:30～15:00
	ところ	 国際協力市民サロン「P

パ ル
al」

	講 師	 ミハイル・シドロフさん（豊橋
技術科学大学留学生）ほか

	定 員	 40人（申込順）
	その他	 一部英語による講演（日本語

通訳あり）
	申込み	 3/6㈫10:00から豊橋市国際交流

協会（☎55・3671 tia@tia.aichi.jp）

平成30年度市民協働推進補助金
公開プレゼンテーション

くすのき補助金への応募団体が提案
企画を発表します。
	と き	 3/19㈪10:00～14:30
	ところ	 市役所災害対策本部室　
	定 員	 50人（先着順）
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 54007

雑巾がけが楽しくなる！？
作ろう！世界で1枚のMy雑巾

フェルトを貼ったり、布用のペンを使っ
たりして作ります。
	と き	 3/3㈯10:00～16:00（随時参

加可）
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	定 員	 400人（先着順）
	問合せ	 行政課（☎51・2028）
	 	 54781

くらしときめく地産地消料理教室
豊橋・田原自慢の旬の農産物を味わう

マリネやミネストローネなどを作り
ます。
	と き	 3/23㈮18:30～21:00
	ところ	 サーラプラザ豊橋
	対 象	 豊橋・田原市在住の大学生以上
	講 師	 伊藤みさ子さん（くらしときめき

アカデミー豊橋講師）
	定 員	 16人（抽選）
	料 金	 1,000円
	申込み	 3/12㈪（必着）までに、はがき、

またはEメールで講座名、参加
者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号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☎51・
2464 info_nogyokikaku@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 54706
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中学生の医療費に関する払い戻しの
申請を受け付けています

平成29年11月までの中学生の医療費
について、通院は半額、入院は全額の
払い戻しの申請を受け付けています。
申請期限は医療費を支払った日の翌
日から5年以内です。まだ申請をしてい
ない方は領収証、子どもの健康保険
証、振込先の預金通帳（保護者名義）、
認印を持参し、こども家庭課で申請し
てください（通院の場合は各窓口セン
ターでも可）。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2335）
	 	 22756

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

牛乳パックを使った工作や交流をします。
	と き	 3/16㈮10:00～11:30
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊

せきずい
髄小脳変

性症などの神経系難病の方と
家族

	その他	 交流だけの参加可
	申込み	 前日までに健康増進課（☎39・

9145）
	 	 6770

平成29年度民営児童クラブ利用料の
助成を受けるには申請が必要です

	対 象	 次のいずれかに該当する方①
生活保護世帯②市民税非課税
かつ母子父子世帯③兄弟姉妹
で児童クラブを利用している世帯

	申込み	 3/15㈭～3/30㈮に申請書を、
こども家庭課※申請書は、こど
も家庭課、各民営児童クラブ
で配布

	問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭
課（☎51・2856）

	 	 29534

機能訓練事業

■理学療法士による運動指導
障害者それぞれに合うリハビリの仕
方、歩き方などを学びます。
	と き	 4月～来年3月の第1土曜日

13:30～17:00
■動作法による訓練
適切な体の動かし方や力の入れ方、緊
張の弛緩方法などを学びます。
	と き	 4月～来年3月の第4土曜日

9:30～11:30
［共通事項］
	ところ	 さくらピア
	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保
持者と家族、介護者

	定 員	 各10人程度（申込順）
	申込み	 3/15㈭から、さくらピア（☎53・

3153 53・3200）
	 	 32402

市民病院リウマチ講演会

ミニレクチャーと講演「関節リウマチの
最新薬物治療」を行います。
	と き	 3/16㈮13:00～16:20
	講 師	 服部恭典（市民病院リウマチ

科）ほか
	その他	 関節リウマチ・骨

こつそしょう
粗鬆症療養

相談、関節エコー体験あり
	問合せ	 市民病院リウマチ科（☎33・

6111）

	手話入門・基礎講習会

日常会話レベルの手話の習得を目指
します。
	と き	 4月14日～来年3月23日の土曜

日（全45回。5/5、8/18、11/24、
12/29、1/5を除く）18:30～20:30

	ところ	 あいトピア
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 3,000円程度
	申込み	 3/1㈭～3/23㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）
	 	 23451

知っトク！豊橋ゼミナール

■ブラブラ多米歩き
　多米の自然や施設を歩いて探訪
	と き	 4/22㈰、5/13㈰、5/27㈰、6/10㈰

（全4回）9:30～12:00
	ところ	 東陽地区市民館
	申込み	 4/14㈯までに東陽地区市民館

（☎61・7741）
	 	 23387

認知症まちづくり報告会

地域で認知症の方を支える取り組み
を紹介します。
	と き	 3/25㈰10:00～12:00
	ところ	 市役所講堂
	定 員	 100人（申込順）
	申込み	 3/22㈭までに氏名、電話番号

を長寿介護課（☎51・2338）
	 	 49112
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