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職場の魅力を発信!
PRムービー作成講座

動画の作成・発信方法を学びます。
	とき	 11/8㈭13:30～16:30　
	ところ	 勤労者会館「ワークピア」
	対 象	 市内の中小事業者や中小企

業団体の経営者・人事担当者
	講 師	 白井雄二さん（㈱はるかぜプロ

ジェクト代表取締役）
	定 員	 25人（申込順）　
	その他	 希望者は後日、個別相談可　
	申込み	 10/30㈫までに商工業振興課

（☎51・2435）
	 		 49107

わくわく縄文＆弥生体験

勾
まがたま

玉や土器、土偶を作ります。
	とき	 10/20㈯、10/21㈰9:30～16:00

（随時、参加可）
	ところ	 文化財センター
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
	料 金	 各500円
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

まちなか空き店舗ツアー

リフォームの助言を聞きながら空き店
舗物件を見学します。
	とき	 11/4㈰13:00～16:00
	ところ	 豊橋駅周辺
	対 象	 豊橋駅周辺で店舗開業を考え

ている方（不動産業、資産運用
目的の方を除く）

	講 師	 愛知建築士会豊橋支部
	定 員	 20人（申込順。グループ参加も

可）
	料 金	 1組500円
	申込み	 随時、まちなか活性課（☎55・

8101）、豊橋まちなか活性化
センター（商工会議所内☎53・
7211）

	 		 60769

岩屋緑地 
どんぐりとキノコまつり

どんぐり工作や、きのこ汁作りを行います。
	とき	 10/28㈰9:30～15:00（小雨

決行）
	対 象	 小学生以下と保護者
	講 師	 岩屋緑地に親しむ会
	定 員	 20組（申込順）
	料 金	 大人300円、小学生以下200円
	その他	 集合は9:00に視聴覚教育セン

ター
	申込み	 10/4㈭～10/18㈭に参加者全

員の住所・氏名・年齢・電話番
号を公園緑地課（☎51・2655	
56・1230）

	 		 51556

家具等再生品展示・販売会

	とき	 11/10㈯～11/15㈭9:00～17:00
（土・日曜日は16:00まで）

	ところ	 市役所市民ホール・市民ギャ
ラリー

	その他	 家具などは後日、当選者本人
で運搬。家具などの展示品は
ホームページでも閲覧可　

	申込み	 期間中に会場で受け付け　
	問合せ	 収集業務課（☎61・4136）
	 		 9259

里山で竹炭焼き体験

間伐した竹で竹炭を作ります。
	とき	 10/27㈯9:30～12:00（雨天中止）
 ところ	 岩崎広場
	対 象	 高校生以上
	定 員	 8人（申込順）　
	申込み	 10/3㈬～10/19㈮に公園緑地

課（☎51・2646）
	 		 60827

子どものための科学展

科学実験やサイエンスショーを楽しめ
ます。
	とき	 10/20㈯10:00～16:00、10/21㈰

10:00～15:00
 ところ	 視聴覚教育センター
	問合せ	 教育政策課（☎51・2819）
	 		 52124

国際交流サロン
アルゼンチンまでイッテQ！

アルゼンチンの文化・観光名所・世界
遺産などを紹介します。
	とき	 10/21㈰13:30～15:00
	ところ	 国際協力市民サロン「P

パ ル

al」
	講 師	 バレイロ・ルースさん（アルゼ

ンチン出身）
	定 員	 40人（申込順）
	料 金	 300円
	その他	 お菓子の試食あり
	申込み	 10/2㈫10:00から豊橋市国際

交流協会（☎55・3671	 tia@
tia.aichi.jp）
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男の料理教室
チャレンジ！厨房男子

魚のおろし方や出汁の取り方など、料
理の基本を学びます。
	とき	 11/3㈷、11/24㈯、12/1㈯（全

3回）10:00～13:30
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	対 象	 20歳以上の男性
	講 師	 鈴木良昌さん（豊橋調理製菓

専門学校校長）
	定 員	 24人（抽選）
	料 金	 3,000円
	申込み	 10/19㈮までに男女共同参画

センター（☎33・2822）※ホー
ムページからも申し込み可

	 		 60740

地元のおいしいが大集合！
豊橋市場まつり

農産物や飲食物の販売のほか、セリ体
験などを行います。
	とき	 11/3㈷10:00～15:00
	ところ	 大一青果㈱
	問合せ	 農業企画課（☎51・2471）
	 		 60765

地元の野菜をおいしく食べよう

豊橋産の野菜について学び、参加者
同士で料理をします。
	とき	 11/18㈰10:00～13:30
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 木田きよゑさん（彩えんずキッ

チン代表）
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 500円
	申込み	 10/22㈪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

	 		 60728

女性のプレゼン力アップ研修講座

①講義、②個別指導でプレゼンテー
ションの方法を学びます。
	とき	 1 1 /9㈮①13 :30～14 :30	

②14:30～16:30
	ところ	 豊橋技術科学大学　
	対 象	 ②女性
	講 師	 中野裕美さん（豊橋技術科学

大学副学長）　
	定 員	 ②6人（申込順）
	持ち物	 ②5分程度のパワーポイント資

料やチラシなど（テーマは自
由）

	その他	 6か月～未就学児の託児あり
（予約制｡1人300円必要）

	申込み	 10/26㈮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

	 		 60746

男の家事塾
目指せ！スーパー主夫

住まいの整理・収納術・掃除術などを
学びます。
	とき	 11/10㈯、12/8㈯（全2回）

10:00～12:00
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	対 象	 男性（夫婦での参加可）
	講 師	 上田伸美さん（家事サポーター

指導員）
	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	 10/26㈮までに男女共同参画

センター（☎33・2822）※ホー
ムページからも申し込み可

	 		 60741

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
マルシェ de ハロウィン

ハロウィン限定のケーキやクッキーな
どを販売します。
	とき	 10/28㈰10:00～16:00（雨天

決行）
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 60822

性の多様性について学ぶ・考える
LGBT（性的少数者）基礎講座

	とき	 11/4㈰10:00～12:00
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 NPO法人PROUD	LIFE
	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300円必要）
	申込み	 10/19㈮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

	 		 60732

森林間伐作業講座

間伐の基礎知識とチェーンソーの使い
方を学びます。
	とき	 12/8㈯8:30～16:00（雨天順

延12/9㈰）
	ところ	 石巻萩平町の山林
	対 象	 市内在住の方
	講 師	 藤川道夫さん（とよはしきこり

隊）ほか
	定 員	 20人（抽選）
	申込み	 11/9㈮（必着）までに、はがき

で講座名、参加者全員の住所・
氏名・年齢・血液型・電話番号
を農業支援課（〒440-8501住
所不要☎51・2475）

	 		 60867
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