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青年フェスティバル

盆踊りや露店を楽しめます。
	とき	 8/25㈯17:00～20:30
	ところ	 青少年センター
	その他	 雨天の場合は体育室で開催
	問合せ	 青少年センター（☎46・8925）
	 		 16908

ちびっ子科学スクール
発電するマラカスを作ろう

振るとLEDが光るマラカスを作り、発
電の仕組みを学びます。
	とき	 8/17㈮10:00～12:00
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の小学生と保護者
	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	 700円
	申込先	 青少年センター（☎46・8925）
	 		 16908

青年講座（後期）

■フラダンス
	とき	 9/4～11/13の火曜日（9/18、

9/25、10/9を除く。全8回）
19:30～21:00

■ヨガ＆スモールボール
	とき	 9/5～10/24の水曜日（全8回）

19:30～21:00
■初めてのHIP HOPダンス
	とき	 9/6～10/25の木曜日（全8回）

20:00～21:30
［共通事項］
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住・在学・在勤で18歳

以上の方（高校生を除く）
	定 員	 各20人（申込順）
	料 金	 各1,500円
	申込み	 8/1㈬から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

シニア海外ボランティア体験談
私の見た日系社会

ボリビアの日本人移住地での体験談
を聞きます。
	とき	 8/25㈯13:30～15:00
 ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 竹内加代さん（シニア海外ボラ

ンティアOB）
	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 随時、氏名、電話番号を豊橋市

国際交流協会（☎55・3671	
tia@tia.aichi.jp）

とよはしボラネット交流会
川柳で  笑ってつなぐ  人と人

川柳作りを通じ、参加者同士で交流し
ます。
	とき	 9/22㈯13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 9/19㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ
南信州秋キャンペーン in 豊橋

南信州で採れた野菜・果物、郷土食の
特産市です。
	とき	 9/2㈰10:00～16:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 57643

豊橋市国際交流協会
秋学期語学講座（英語、中国語、フランス語）

	とき	 9～11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

際交流協会ホームページ参照
	申込み	 8/28㈫までに返信先明記の

往復はがき（1講座1枚）で講座
名、住所、氏名（ふりがな）、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）

国際交流サロン  東欧の神秘漂う
バラの国、ブルガリアの魅力

ブルガリアの文化や食べ物などを紹介
します。
	とき	 9/22㈯13:30～15:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 ヴァーニャ・ドルガノヴァさん

（ブルガリア出身）
	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	 8/7㈫10:00から豊橋市国際

交流協会（〒440-0888駅前大
通二丁目33-1開発ビル3階☎
55・3671	 tia@tia.aichi.jp）
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家族向け省エネセミナー

自宅のエネルギー使用図とペットボト
ル風力発電機を作ります。
	とき	 8/18㈯13:00～16:00
	ところ	 豊橋サイエンスコア
	対 象	 小学生と保護者
	定 員	 20組（申込順）
	料 金	 1人600円
	申込み	 8/6㈪から㈱サイエンス・クリエ

イト（☎44・1111）
	問合せ	 ㈱サイエンス・クリエイト、温暖

化対策推進室（☎51・2419）
	 		 44260

おたまじゃくしの会

ひきこもりや不登校の悩みを話し合
い、情報交換をします。
	とき	 8/9㈭、9/13㈭13:30～15:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族
	申込先	 健康増進課（☎39・9145）
	 		 6779

先端農業人材育成事業

講義、視察などでIT技術を農業に導入
する方法を学びます。
■IT食農先導士養成プログラム
	とき	 12月～再来年3月の主に土曜日
	定 員	 5人（申込順）
	 		 57707
■最先端植物工場マネージャー育成

プログラム
	とき	 12月～再来年3月の主に日曜日
	定 員	 10人（申込順）
	 		 57706

［共通事項］
	ところ	 豊橋技術科学大学ほか
	対 象	 高校卒業程度の学力を有する方
	料 金	 各5万円
	申込み	 9/7㈮までに申込書を豊橋技

術科学大学先端農業・バイオリ
サーチセンター（〒441-8580
天伯町字雲雀ケ丘1-1）※申込
書はホームページで配布

	問合せ	 豊橋技術科学大学先端農業・
バイオリサーチセンター（☎
44・1016）、産業政策課（☎51・
2436）

ヴォルフスブルグ料理人受入事業
ドイツフェアー

提携都市から招いた料理人によるコー
ス料理が楽しめます。
	とき	 8/7㈫～8/26㈰（8/20㈪を除

く）①11:30～14:00②17:30～
20:00

	ところ	 ホテルアークリッシュ豊橋レス
トランKEI

	料 金	 ①2 ,900円～②8,300円、
12,400円

	その他	 コース料理の予約など詳細
は、ホテルアークリッシュ豊橋
へお問い合わせください

	問合せ	 ホテルアークリッシュ豊橋（☎
51・1116）、多文化共生・国際課
（☎51・2007）

	 		 55198

トライアスロン伊良湖大会 

9/9㈰
伊良湖岬一帯

スイム・バイク・ランの3競技で速さを競う
レースです。
トライアスロン伊良湖大会実行委員会事務局
☎0531・36・6882

星空おんがく祭2018
9/22㈯11:00～21:00
東栄町野球場

星空の下、森の中で行う音楽イベントです。
星空おんがく祭実行委員会事務局　
☎0536・76・0502

歴史の里だみね城まつり
9/30㈰
田峰観音境内、田峯城ほか

長篠陣太鼓の演奏や餅つきなどが楽しめます。
設楽町観光協会　
☎0536・62・1000

新城納涼花火大会
8/13㈪19:10～20:45
桜淵公園

山間に響き渡る炸裂音と水面に写る銀滝が
見所です。
新城市観光協会　☎0536・29・0829

豊川手筒まつり
8/25㈯（荒天順延8/26㈰）18:00～21:00
豊川市野球場

打上花火や仕掛花火などが楽しめます。
豊川手筒まつり実行委員会　
☎0533・86・4101
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