
就職ミニ説明会

約8社の企業から採用などの話が聞け
ます。
	とき	 9/6㈭14:00～16:00
	ところ	 豊橋地方合同庁舎
	対 象	 来年3月に大学院・大学・短期

大学・専修学校などの卒業予
定者、45歳未満の一般求職者

	その他	 参加企業は決定次第ホーム
ページに掲載

	問合せ	 愛知県就業促進課（☎052・
954・6366）、商工業振興課（☎
51・2435）

	 		 60358

フラワーアレンジメント講座
プリザのフレームアレンジ

額に造花などを飾って壁掛けを作ります。
	とき	 9/11㈫10:00～12:00
	ところ	 アイプラザ豊橋
	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	 10人（申込順）
	料 金	 5,000円
	申込み	 随時、アイプラザ豊橋（☎46・

7181）

親向け結婚支援セミナー

子どもに対して親ができる支援・婚活
方法を学びます。
	とき	 9/9㈰10:00～12:00
	ところ	 市役所講堂
	対 象	 未婚の子を持つ親
	講 師	 川上知見さん（結婚アドバイザー）
	申込み	 8/31㈮までに電話、または直

接、申込書を、こども未来政策
課（☎51・2325）※申込書は
ホームページで配布

	 		 52989

働きやすい職場づくりセミナー

仕事と家庭を両立できる職場作りを学
びます。
	とき	 9/5㈬13:30～16:30
	ところ	 勤労者会館「ワークピア」
	対 象	 市内の中小事業者・団体の経

営者・人事担当者
	講 師	 (一社)ワークライフバランス東海
	定 員	 25人（申込順）
	その他	 後日、希望者に個別相談あり
	申込み	 8/24㈮までに商工業振興課

（☎51・2435）
	 		 49107

食生活改善推進員養成講座

講義や調理実習でボランティア活動に
必要な技術を学びます。
	とき	 9/12㈬、10/18㈭、11/12㈪、

11/21㈬、12/25㈫、9/20㈭～
12/21㈮のうち3日（全8回）9:30～
12:30（11/21㈬は13:30～15:30）

	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住の方
	講 師	 管理栄養士ほか
	定 員	 30人（申込順）
	その他	 受講後、食生活改善推進員とし

てボランティア活動に参加
	申込み	 8/30㈭までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 57552

福祉レクリエーション
ボランティアセミナー

障害者や高齢者向けのレクリエーショ
ン技術の基礎を学びます。
	とき	 9/5～10/10の水曜日（全6回）

13:30～15:30
	ところ	 あいトピアほか
	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	 1,000円
	申込み	 8/28㈫までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

小中学生による芸能フェスティバル

和太鼓、人形浄瑠璃など、文化的活動
の練習成果を発表します。
	とき	 8/22㈬9:30～15:10
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	出 演	 豊橋・豊川・田原・蒲郡市の小・

中学校14校ほか
	問合せ	 学校教育課（☎51・2826）
	 		 51126

女性限定！夫婦関係と子どもへの影響
DVと法律について学ぶ

家庭内暴力と子への影響、離婚などに
関する法律を学びます。
	とき	 9/15㈯10:30～12:00、9/21㈮

10:00～12:00（全2回）
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 具ゆりさん（フェミニストカウン

セラー）ほか
	定 員	 30人（抽選）
	その他	 6か月児～小学3年生の託児あ

り（予約制。1人1回300円必要）
	申込み	 8/31㈮までに市民協働推進課

（☎51・2188）※ホームページ
からも申し込み可

	 		 56106
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結婚支援イベントの
開催経費を補助します

	対 象	 独身男女の出会いの機会とな
るイベント（20歳以上の独身
男女10人以上が参加し、市内
で開催などの条件を満たすも
の）を提供する団体

	補助額	 開催経費から飲食費などを除
いた全額（上限3万円）

	申込み	 事前相談の上、申請書を、こど
も未来政策課（☎51・2325）	
※申請書はホームページで配布

	 		 37568

国民健康保険加入者の
新しい保険証を送付します

9月1日㈯から使用する保険証を簡易
書留で8月中旬に世帯主宛てに送付し
ます。
	問合せ	 国保年金課（☎51・2293）
	 		 19526

血液系難病患者・家族のつどい
わかりやすい血液難病のしくみと最近の治療

講演会、交流会、個別医療相談を行い
ます。
	とき	 9/7㈮13:30～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 特発性血小板減少性紫斑病

や再生不良性貧血などの血液
系難病患者と家族

	講 師	 倉橋信悟（市民病院	血液・腫
瘍内科部長）

	定 員	 個別医療相談のみ5人（申込順）
	申込み	 8/31㈮までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 6770

秋の葦毛湿原観察会

シラタマホシクサなど秋の植物を観察
します。
	とき	 9/8㈯9:30～11:30
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 60人（申込順）
	その他	 集合は長尾池公園内東屋
	申込み	 8/6㈪から文化財センター（☎

56・6060）

葦毛湿原再生フォーラム
葦毛湿原の湿生植物はどこから来たのか？

東海地方の湿地を中心に分布する植
物について学びます。
	とき	 9/9㈰13:30～16:30
	ところ	 カリオンビル
	講 師	 植田邦彦さん（岐阜大学客員

教授	植物分類学）
	定 員	 99人（先着順）
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

クロミノニシゴリ

障害福祉サービス事業所フェア

障害者の就労支援を行う事業所が作
業・訓練内容などを紹介します。
	とき	 8/11㈷12:00～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	問合せ	 とよはし総合相談支援センター

（☎56・4111）、障害福祉課
（☎51・2697）

	 		 60364

とよはし歴史探訪 土偶をつくろう

粘土で土偶を作ります。
	とき	 8/23㈭、8/24㈮10:00、13:30

（各約90分）
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	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	 各30人（抽選）
	料 金	 各500円
	申込み	 8/15㈬（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚4人まで）
で講座名、希望日時（第2希望
まで）、参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号を文化財セ
ンター（〒440-0897松葉町三
丁目1☎56・6060）

とよはし歴史探訪
歴史的建造物をめぐる

国登録文化財の上水道施設などを巡
ります。
	とき	 9/15㈯9:00～16:00
	ところ	 小鷹野浄水場旧ポンプ室ほか
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 望月昭さん（あいちヘリテージ

マネジャー）
	定 員	 25人（抽選）
	料 金	 500円
	その他	 集合・解散は文化財センター

※バス使用
	申込み	 8/17㈮までに文化財センター

（☎56・6060）※1申し込み2人
まで
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