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四季の行事教室
クリスマスのつどい

クリスマスにちなんだ工作やゲームを
します。
 とき 12/9㈰13:00〜15:00
 ところ 青少年センター
 対 象 市内在住の小学生と家族（3年

生以下は保護者同伴）
 講 師 レディースレクわたぼうし
 定 員 50人（申込順）
 料 金 200円
 申込み 11/1㈭から青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

わくわく体験講座
①ミニ門松づくり②しめ縄づくり

 とき 12/15㈯①10:00〜12:00
②13:30〜15:30

	ところ	 青少年センター
	定 員	 各20人（申込順）
	料 金	 各1,000円
 申込み	 11/1㈭から青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

親子花育バスツアー

施設見学やガーベラ狩りなどをします。
 とき 12/8㈯8:30〜16:00
 ところ JA愛知みなみマムポートセン

ター（田原市長沢町）ほか
 対 象 豊橋・田原市内在住・在学の小

学生以下と保護者
 定 員 30人（抽選）
 料 金 大人1,580円、小学生800円
 その他 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
 申込み 11/21㈬（必着）までにイベント

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	 info_nogyokikaku@city.
toyohashi.lg.jp）

 問合せ 農業企画課（☎51・2464）
	 		 61834

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子で学ぶ
　正しいネット社会の歩みかた
 とき	 12/9㈰10:00〜11:30
 申込み	 11/20㈫までに牟呂地区市民館

（☎32・4615）
■親子でつくるパンのツリー
	とき	 12/9㈰10:00〜12:00
 料 金	 1,300円
	申込み	 11/20㈫までに南陽地区市民館

（☎48・6576）
■新聞スクラップで
　社会に関心をもとう！
 とき	 12/9㈰13:00〜15:30
 対 象 小学4年〜中学生と保護者
 申込み 11/30㈮までに東陵地区市民館

（☎64・8088）
■手品を覚えて
　クリスマス・正月にみんなを驚かそう！
	とき	 12/15㈯10:00〜12:00
 対 象 小学生と保護者
	料 金	 500円
	申込み	 11/24㈯までに杉山地区市民館

（☎23・2216）
■親子で挑戦！
　揚げて楽しい・飾ってきれいな凧づくり
 とき	 12/16㈰9:30〜11:30
 対 象 小学生と保護者
 料 金	 1枚400円
 申込み	 11/30㈮までに東部地区市民館

（☎63・3810）
■親子で一緒にミニ門松づくりに挑戦
 とき	 12/23㈷9:30〜11:30
 対 象 小学生と保護者
 料 金	 1,500円
 申込み	 11/30㈮までに五並地区市民館

（☎21・2729）
[共通事項]
 ところ	 各申込先
 		 23387

2018家政文化祭

生徒の作品展示・販売、模擬店、お茶
席などを楽しめます。
 とき 11/10㈯9:30〜15:00
 ところ 家政高等専修学校
 問合せ 家政高等専修学校（☎23・0127）
	 		 8796

クリスマスキャンプ

 とき	 12/16㈰10:00〜16:30
 ところ	 江比間野外活動センター（田

原市江比間町）
 対 象	 豊橋・田原市内在住・在学の小

学4〜6年生
 定 員 40人（抽選）
 料 金	 500円
 申込み	 11/20㈫〜11/29㈭に住所、

氏名、学年、電話番号、あれば
食物アレルギー、保護者の氏
名を江比間野外活動センター
（☎0531・37・1025	 0531・
37・1287）

 問合せ	 生涯学習課（☎51・2846）
	 		 61588

朝倉川植樹メンテナンス大会

川沿いの樹木の下枝切りや除草、清掃
などを行います。
 とき 11/10㈯9:30〜12:00（荒天

中止）
 ところ 朝倉川（寺門橋〜多米橋）
 その他 集合は多米公園グラウンド
 申込み 11/9㈮までに朝倉川育水

フォーラム	小林（☎080・6923・
5257）

 問合せ 河川課（☎51・2535）
	 		 61838
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介護の仕事復帰支援プログラム

最近の介護の仕事を研修と現場実習
で学びます。
 とき 12/6㈭、12/7㈮（全2回）13:30〜

15:30
 ところ あいトピア
 定 員 10人（申込順）
 申込み 12/5㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

支え合い活動等支援講座

傾
けいちょう
聴ボランティアの活動などについて
学びます。
 とき 11/28㈬13:30〜16:10
 ところ あいトピア
 定 員 30人（申込順）
 申込み 11/21㈬までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

とよはしボラネット楽習会
自己肯定感UPで楽しく生きる

自己肯定感を高める方法とその効果
について学びます。
 とき 来年1/19㈯13:30〜15:30
 ところ あいトピア
 講 師 工藤紀子さん（（一社）日本セル

フエスティーム普及協会代表）
 定 員 50人（申込順）
 申込み 1/18㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

施設職員のための
福祉レクリエーション入門講座

福祉現場で使えるレクリエーションな
どを学びます。
 とき 来年1/16〜2/20の水曜日（全

6回）18:30〜20:30
 ところ あいトピア
 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 2,000円
 申込み 1/8㈫までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

三河港モーターショー2018
in のんほいパーク

国内外の自動車の展示やミニ四駆
レースなどを楽しめます。
 とき 11/10㈯9:30〜16:00
 ところ 総合動植物公園「のんほい

パーク」
 料 金 無料（入園料必要）
 その他 一部、車両の試乗可
 問合せ 三河港振興会（☎34・0130）、

みなと振興課（☎34・3710）
	 		 61243

東三河  人にやさしい街づくり
地域セミナー・講座

災害時のトイレ事情や避難所での生
活などを学びます。
 とき 11/17㈯10:00〜16:00
 ところ 田原福祉センター（田原市赤

石2丁目）
 講 師 池田雅子さん（TOTO㈱）ほか
 定 員 50人（申込順）
 申込み 11/14㈬までに住所、氏名、年

齢、性別、電話番号を田原市役
所建築課（☎0531・27・8606	
0531・22・3811）

 問合せ 建築指導課（☎51・2588）
	 		 45355

とよはしインターナショナル
フェスティバル2018

世界各国の料理や歌、ダンスなどを楽
しめます。
 とき 11/18㈰10:00〜16:00
 ところ こども未来館「ここにこ」
 問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

5
ゴミゼロ

30のまち環境フェスタ

リサイクル自転車の抽選会や燃料電
池自動車の試乗を楽しめます。
 とき 12/1㈯9:30〜15:00（小雨決行）
 ところ 市役所、公会堂、豊橋公園
 問合せ 530運動環境協議会事務局

（環境政策課内☎51・2399）
	 		 61385

とよはしの巨木・名木を見学しよう

龍源院のイチョウなどをバスと徒歩で
見学します。
 とき 12/1㈯9:00〜12:00（雨天中止）
 定 員 20人（抽選）
 その他 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
 申込み 11/15㈭（必着）までに、はがき

（1枚2人まで）でイベント名、
参加者全員の住所・氏名・電
話番号を公園緑地課（〒440-
8501住所不要☎51・2654）

	 		 53487

新年に向けた草花の植え付け

 とき 12/15㈯10:00〜12:00（雨天
順延12/16㈰）

 ところ 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
 定 員 30人（抽選）
 その他 草花のプレゼントあり。駐車場

なし
 申込み 11/22㈭（必着）までに、はが

き、またはファックスでイベント
名、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を公園緑地課
（〒440-8501住所不要☎51・
2654	 56・1230）

	 		 51504
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