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マザーズパソコンセミナー

Word・Excelの基本操作を学びます。
	とき	 2/19㈫～2/21㈭（全3回）

10:00～16:00
 ところ	 ライフポートとよはし
 対 象	 高校生以下を子育て中で早

期の就職を目指す方（ハロー
ワークへの求職登録が必要）

	定 員	 15人（申込順）
 その他	 6か月以上の未就学児の託児

あり
 申込み	 1/4㈮～2/8㈮に電話または直

接、申込書をハローワーク豊橋
（☎52・7193）※申込書はハ
ローワーク豊橋、こども未来政
策課で配布

 問合せ	 こども未来政策課（☎51・2382）
	 		 62871

聴いて寄り添う
傾
け い ち ょ う

聴ボランティア講座

傾聴の方法とボランティア活動につい
て学びます。
	とき	 2/21㈭、2/28㈭、3/7㈭（全3

回）10:30～12:00
 ところ	 あいトピア
 対 象	 受講後、月1回以上傾聴ボラン

ティアとして活動可能な方
	講 師	 鎌倉利光さん（愛知大学文学

部教授）
	定 員	 20人（申込順）
 申込み	 2/14㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

とよはし歴史探訪 文化財めぐり
宮地山・五井山周辺の文化財をたずねて

長泉寺や豊川海軍工廠平和公園など
5か所を巡ります。
	とき	 1/26㈯9:00～16:30
 講 師	 大須賀哲夫さん（郷土史家）
	定 員	 25人（申込順）
	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	 1/15㈫（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚2人まで）
で講座名、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）

大恩寺山門

みなとふれあい体験イベント
トヨタ自動車㈱田原工場見学会

組立工場と専用ふ頭を見学します。
	とき	 1/30㈬9:00～11:30、13:00～

15:30
 対 象	 小学生以上
	定 員	 各28人（抽選）
 その他	 集合・解散はカモメリア※バス

使用
 申込み	 1/18㈮（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚6人まで）
で希望時間、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号、参加者
全員の氏名・年齢を、みなと振
興課（〒441-8075神野ふ頭町
3-29☎34・3710）

	 		 62230

交通児童館  わっぱのへや

折り紙や、絵本の読み聞かせを楽しみ
ます。
	とき	 2/2㈯14:00～15:00
 対 象	 18歳未満の方
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

交通児童館  書き初め

書き初めを体験し、作品を館内に展示
します。
	とき	 1/4㈮10:00～16:00
 対 象	 18歳未満の方
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）
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認知症家族介護者交流会

	とき	 ①2/2㈯、3/2㈯13:30～16:00
②2/5㈫、3/12㈫13:30～15:30
③2/13㈬、3/13㈬10:00～12:00
④2/14㈭、3/14㈭10:00～12:00

 ところ	 ①豊橋商工会議所②あいトピ
ア③つつじが丘地域福祉セン
ター④保健所・保健センター

	料 金	 ①各500円④各100円
 申込み	 ①は（公社）認知症の人と家

族の会愛知県支部（☎0562・
33・7048）。②は中央（☎
54・7170）、③は東部（☎64・
6666）、④は南部（☎25・7100）
の各地域包括支援センター

 問合せ	 各申込先、長寿介護課（☎51・
2338）

	 		 24204

豊橋技術科学大学連携講座
まちのデザインスクール

	とき	 ①2/2㈯②2/9㈯③2/16㈯
13:30～15:00

 ところ	 豊橋技術科学大学
 テーマ	 ①まちをつくり・育てる②もの

づくりとまち・しごとづくり③自
ら動くひとたち

	講 師	 ①小野悠さん（建築・都市シス
テム学系講師）②水谷晃啓さん
（建築・都市システム学系講
師）③松島史朗さん（建築・都
市システム学系教授）

	定 員	 各190人（申込順）
 申込先	 生涯学習課（☎51・2850）
	 		 23387

女性活躍の"今"を考える！
最近のニュースや出来事から

	とき	 2/26㈫、2/28㈭、3/7㈭（全3
回）10:30～12:00

 ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 中島美幸さん（愛知淑徳大学

講師）
	定 員	 30人（抽選）　
 その他	 6か月以上の未就学児の託児

あり（予約制。1人1回150円
必要）

 申込み	 2/8㈮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

	 		 62831

家具等再生品展示・販売会

①こども未来館会場
玩具や子ども向け自転車などを展示・
抽選販売します。
	とき	 2/2㈯9:30～16:00、2/3㈰

9:30～12:00（抽選会は2/3㈰
13:30）

②市役所市民ホール・市民ギャラリー
会場
家具などを展示販売します。
	とき	 2/23㈯～2/28㈭9:00～17:00

（土・日曜日は16:00まで）
［共通事項］

 その他	 ②の展示品はホームページで
閲覧可。家具などは、①は当
日、②は後日、当選者が運搬

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

市民大学トラム

■表現スキルを基礎から学ぶ
　季節を描く水彩スケッチ Part2
	とき	 2/5㈫、2/11㈷、2/19㈫、2/25㈪、

3/11㈪、3/19㈫（全6回）10:00～
12:00

 ところ	 アイプラザ豊橋ほか
	料 金	 1,500円
 申込み	 1/15㈫までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
	 		 23387

知っトク！豊橋ゼミナール

■地元食材でおいしい料理
　玉川うどん料理塾
	とき	 2/5～2/19の火曜日（全3回）

15:00～17:00
 ところ	 中部地区市民館
	料 金	 1,500円
 申込み	 1/20㈰までに中部地区市民館

（☎53・0638）
	 		 23387

知的障害者サポート
ボランティア講習会

障害のある方と余暇を楽しむボラン
ティア活動について学びます。
	とき	 1/26㈯13:30～16:00、1/27㈰

9:30～15:00（全2回）
 ところ	 八町地域福祉センター
	定 員	 10人（申込順）
 申込み	 1/20㈰までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

27 広報とよはし 平成31年1月


