
おしゃれに農  
集まれ農業女子！

農業機械の操作方法や農薬、素材を
いかした調理法を学びます。
	とき	 11/5㈪、11/12㈪、11/26㈪、

12/3㈪10:00～12:00
	ところ	 市内のほ場ほか
	講 師	 松野守彦さん（㈱ヰセキ東海）

ほか	
	定 員	 各25人（申込順）
	申込み	 10/29㈪までに住所、氏名、

生年月日、携帯電話番号、就
農している場合は作目、希望
日を農業企画課（☎51・2458	
info_nogyokikaku@city.
toyohashi.lg.jp）

	 		 8382

イクボスセミナー

育児と仕事の両立について学びます。
	とき	 10/25㈭13:30～16:00
	ところ	 愛知県東三河総合庁舎	
	対 象	 企業の経営者、管理職など
	講 師	 山下明美さん（山下労務管理

事務所社会保険労務士）
	定 員	 30人（申込順）	
	申込み	 10/17㈬までに申込書を愛知

県東三河総局産業労働課（☎
54・2582	 54・7239）※申込
書は愛知県東三河総局ホーム
ページで配布

	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2325）
	 		 51267

わくわく体験講座  楽しく学ぶ護身術

	とき	 11/4㈰、11/11㈰（全2回）
14:30～16:00

	ところ	 青少年センター
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 400円
	申込み	 10/2㈫から青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

ごみはどこへ行くの？
ごみ処理施設見学会

	とき	 10/18㈭、11/2㈮13:00～17:00
	ところ	 資源化センターほか
	対 象	 市内在住の方（小学生以下は

保護者同伴）　
	定 員	 各25人（申込順）
	その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前※バス使用
	申込み	 10/1㈪から環境政策課（☎

51・2417）
	 		 60929

ええじゃないか豊橋まつり

	とき	 10/20㈯8:15～20:00、10/21㈰
9:30～17:30

	ところ	 豊橋駅周辺、豊橋公園周辺ほか
	その他	 総おどりなどイベントの詳細は

今号と同時配布の「ええじゃな
いか豊橋まつりガイドブック」
参照

	問合せ	 豊橋まつり振興会（観光振興
課内☎51・2430）

	 		 8074

フラワーアレンジメント講座
香る生花のスワッグ

生花からドライフラワーまで楽しめるア
レンジメントを作ります。
	とき	 11/17㈯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）
	料 金	 4,600円
	申込み	 随時、アイプラザ豊橋（☎46・

7181）

知っトク！豊橋ゼミナール

■有楽製菓ほかの特色あるものづくりや
　成長戦略の裏側にせまる
	とき	 11/2㈮、11/16㈮、11/30㈮

（全3回）10:00～11:30
	ところ	 五並地区市民館
	申込み	 10/19㈮までに五並地区市民

館	（☎21・2729）
■豊橋エディブルフラワー物語
　見て作って食べて楽しむ食卓の彩
	とき	 11/3㈷、11/24㈯、12/8㈯（全

3回）10:00～12:00（最終日は
13:00まで）

	ところ	 アイプラザ豊橋ほか
	料 金	 3,000円
	申込み	 10/16㈫までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■牛川の渡しとかすみ堤の謎
	とき	 11/17～12/1の土曜日（全3

回）13:30～15:00
	ところ	 青陵地区市民館ほか
	申込み	 10/28㈰までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
■豊橋食材でおせち料理
　15品目に挑戦！
	とき	 11/29～12/20の木曜日（全4

回）9:00～12:30
	ところ	 本郷地区市民館
	料 金	 2,000円
	申込み	 10/31㈬までに本郷地区市民館

（☎46・8487）
［共通事項］
	 		 23387
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講演会 あなたが認知症になったとき、
笑顔で暮らしていくために

認知症本人などの話から認知症への
理解を深めます。
	とき	 11/24㈯13:30～15:30	
	ところ	 公会堂
	講 師	 加知輝彦さん（認知症介護研

究・研修大府センター副セン
ター長）ほか

	定 員	 600人（申込順）
	その他	 終了後に交流会あり
	申込み	 11/16㈮までに住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、電話番号を長
寿介護課（☎51・2338	 56・
3810	 choju@city.toyohashi.
lg.jp）

	 		 60840

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を
します。
	とき	 10/11㈭、11/8㈭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

秋の市民茶会

市内の8流派が茶席を設けます。
	とき	 10/20㈯、10/21㈰10:00～15:00
	ところ	 市民文化会館　
	料 金	 前売り各500円、当日各600円
	その他	 参加流派など詳細は市民文化

会館ホームページ参照
	チケット	随時、三の丸会館、市民文化

会館、穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」

	問合せ	 (公財)豊橋文化振興財団（☎
39・5211）

恋するスイーツ婚活パーティー

	とき	 12/9㈰14:00～17:00
	ところ	 市役所講堂、こすたりかシティ

ガーデン
	対 象	 東三河在住・在勤で20～39歳

の独身の方　
	講 師	 垣内博明さん（婚活アドバイザー）
	定 員	 各25人（抽選。11/11㈰開催

の結婚支援セミナー（今号25
ページ参照）受講者優先）

	料 金	 1,080円
	申込み	 10/24㈬までに申込書を、

こども未来政策課（☎51・
2325	 56・6050	 kodomo-
seisaku@city.toyohashi.
lg.jp）※申込書はホームペー
ジで配布

	 		 47955

みんなで認知症を理解しよう
認知症サポーター講座

認知症の方への接し方などを学びます。
	とき	 11/17㈯10:00～11:00
	ところ	 東部地区市民館飯村分館
	対 象	 市内在住・在勤の方
	講 師	 キャラバン・メイト　
	定 員	 40人（申込順）
	その他	 認知症サポーターの証「オレン

ジリング」を進呈
	申込み	 11/13㈫までに住所、氏名、電

話番号を豊橋市東部地域包括
支援センター（☎	64・6666）

	 		 6412

結婚支援セミナー
婚活パーティーで成果をだすために

自分の魅力を高める方法を実践的に
学びます。
	とき	 11/11㈰［男性］10:00～12:00

［女性］14:00～16:00
	ところ	 市役所講堂　
	対 象	 東三河在住・在勤で20～39歳

の独身の方　
	講 師	 垣内博明さん（婚活アドバイザー）
	定 員	 各25人（抽選。市内在住・在勤

の方優先）
	申込み	 10/24㈬までに申込書を、

こども未来政策課（☎51・
2325	 56・6050	 kodomo-
seisaku@city.toyohashi.lg.jp）
※申込書はホームページで
配布

	 		 47955

ええじゃないか豊橋 特別工作

①タペストリー、②葉っぱを使った人形
を作ります。
	とき	 10/20㈯、10/21㈰9:00～16:30
	ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満児（未就学児は保護

者同伴）
	定 員	 ①②各25人（先着順）
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

葉っぱを使った人形

障害児（者）とボランティアのつどい

障害児（者）とボール運びゲームなどを
通して交流します。
	とき	 11/11㈰8:45～16:00
	ところ	 さくらピア
	料 金	 500円（昼食代含む）
	申込み	 10/26㈮までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）
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