結婚支援セミナー

夏休み特別企画 プラレール広場

婚活体験談を聞き、
好意を持たれるコ

とき

ツや対人関係について学びます。

ところ 交通児童館

とき ［男性］
9/22㈰17:00、
10/13㈰

8/31㈯までの9:00～16:00

問合せ 交通児童館
（☎61・5818）

14:00、10/27㈰17:00［女性］

3回）
ところ 穂の国とよはし芸術劇場
「プ

ラット」
対 象 20～39歳の独身の方
（市内在

住・在勤の方優先）
定 員 各25人
（抽選）
その他 受講者は12/8㈰の交流会へ優

先的に申し込み可
申込み 8/30㈮までにホームページで

必要事項を入力
問合せ こども未来政策課
（☎51・2325）

47955

秋の豊橋まちなか歩行者天国
■ハワイアンフェスティバル
とき 9/1㈰
■はたらく車大集合
とき 9/15㈰
■NEW！ 肉フェスティバル
とき 9/29㈰
■ハロウィンイベント
とき 10/27㈰
■音祭り・秋のパン＆ポテト祭り
とき 11/10㈰
［共通事項］
時 間 11:00～16:00
ところ 広小路通り一・二丁目、
ときわ
アーケード
その他 雨天中止。
各日10:00～17:00
に交通規制を実施
問合せ 広小路歩行者天国実行委員会
（まちなか活性課内☎55・8101）
67713

ハワイアンフェスティバル

とよはし歴史探訪
歴史的建造物をめぐる
国指定・登録文化財を巡ります。

9/22㈰14:00、
10/13㈰17:00、
10/27㈰14:00
（各120分。
各全

催し・講座

市民大学トラム
■茶道講座 楽しく学ぶ和の心
とき 8/24㈯、9/14㈯、9/28㈯、
10/12㈯、
10/26㈯、
11/23㈷、
12/14㈯
（全7回）
13:30～15:00
料 金 4,300円
申込み 8/10㈯までに北部地区市民館
（☎53・4212）
■自彊術 特別な呼吸法で
体のゆがみを整える体操
とき 9/5～10/3の木曜日
（全5回）
10:00～11:30
料 金 1,500円
申込み 8/24㈯までに杉山地区市民館
（☎23・2216）
■だれでもできるデザイン切り絵入門
とき 9/11㈬、9/25㈬、10/9㈬、
1 0 / 2 3㈬、1 1 / 6 ㈬（全5回）
10:00～11:30
料 金 2,300円
申込み 8/27㈫までに中部地区市民館
（☎53・0638）
■歌謡三味線講座
とき 9/13㈮、
9/27㈮、10/11㈮、
1 0 / 2 5㈮、1 1 / 8 ㈮（全5回）
10:00～11:30
料 金 1,500円
申込み 8/23㈮までに石巻地区市民館
（☎88・1317）
■初めての登山体験！ 東三河の山々
とき ①9/21㈯、
11/30㈯10:00～
11:30②10/12㈯、10/26㈯、
11/16㈯8:30～16:00
（全5回）
ところ ①東陵地区市民館②鳳来寺山
（新城市門谷）、本宮山（豊川
市上長山町）、宇連山（設楽町
川合）
対 象 75歳以下の方
料 金 2,730円
申込み 9/7㈯までに東陵地区市民館
（☎64・8088）
［共通事項］
ところ 明記していないものは各申込先
23387
じきょう

とき

9/14㈯9:00～16:00

ところ 豊橋ハリストス正教会聖堂、
鳳

来館（新城市大野）、旧黄柳橋
（新城市乗本）
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 8/16㈮までに文化財センター
（☎

56・6060）
※1申し込み2人まで

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

9/7㈯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 8/1㈭から文化財センター
（☎

56・6060）

おやこの広場 ストロービーズ
ストローをアイロンで溶かし、
キーホル
ダーを作ります。
とき

8/12㉁14:00～15:00

ところ 交通児童館
料 金 50円
問合せ 交通児童館
（☎61・5818）

わっぱのへや
わっぱの会による折り紙や絵本の読み
聞かせを行います。
とき

8/24㈯14:00～15:00

ところ 交通児童館
問合せ 交通児童館
（☎61・5818）

24

イマージョン教育コース
公開授業および入級説明会
■公開授業
英語で行う3年生の算数の授業を見学
します。
とき 9/24㈫13:50～14:35
（13:20
から受け付け）
■入級説明会
とき 9/24㈫14:45～15:45
［共通事項］
ところ 八町小学校
申込み 9/3㈫までにファックスまたはE
メールで申込書を学校教育課
（☎51・2826 56・5104 gakkou
kyoiku@city.toyohashi.lg.jp）
※申込書はホームページで配布
68463

豊橋市国際交流協会
秋学期語学講座（英語、中国語、フランス語）
とき

9～11月の当協会指定日
（各全

名刺交換、電話応対、
メールの書き方

10回）

などを学びます。

料 金 一般各9,000円、
会員各7,000円

際交流協会ホームページ参照
申込み 8/27㈫までに返信先明記の

名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、職業、電話番号を豊橋市国

10:30～12:00
講 師 武井美智子さん
（産業カウンセ

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150円必要）

際交流協会
（〒440-0888駅前
大通二丁目33-1開発ビル3階

9/1㈰、
9/8㈰、
9/29㈰
（全3回）

ところ 男女共同参画センター
「パルモ」

往復はがき
（1講座1枚）
で講座

申込み 8/21㈬までに市民協働推進課

（☎51・2188）※ホームペー

☎55・3671）

ジからも申し込み可
67280

国際交流サロン ドイツあれこれ

ます。
とき

9/7㈯13:30～15:00

働きやすい職場づくりセミナー
アンコンシャス・バイアスに気づく

ところ 国際協力市民サロン
「Pal」

職場で無意識に持っている、
ものの見

講 師 マーティン・フィンクバイナーさ

方について見直します。

ん
（ドイツ出身）
定 員 40人
（申込順）
申込み 8/5㈪10:00から氏名、
電話番

先端農業人材育成事業

号を豊橋市国際交流協会（☎
55・3671

tia@tia.aichi.jp）

IT技術を農業に導入する方法を学び

とき

9/11㈬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 中田 明 子さん（タイムリッチ

コーチング代表）
定 員 25人
（申込順）

ます。

25 広報とよはし 令和元年8月

とき

その他 講座内容など詳細は豊橋市国

ドイツの文化や世界遺産などを紹介し

■6次産業化推進人材育成プログラム
とき 9月～来年1月
料 金 3万円
申込期限 8/9㈮
■最先端植物工場マネージャー育成プロ
グラム、IT食農先導士養成プログラム
とき 12月～令和3年3月
料 金 各5万円
申込期限 9/7㈯
［共通事項］
ところ 豊橋技術科学大学ほか
申込み 各申込期限までに申込書を豊
橋技術科学大学先端農業・バ
イオリサーチセンター
（〒4418 5 8 0 天伯町雲雀ケ丘 1 - 1 ）
※申込書はホームページで配布
問合せ 豊橋技術科学大学先端農業・
バイオリサーチセンター（☎
44・6655）、農業企画課（☎
51・2464）
66529

女性のための今さら聞けない!?
ビジネスマナー講座

平和について考えてみませんか？
平和パネル展

申込み 9/4㈬までに商工業振興課
（☎

51・2435）
49107

原爆の写真などを展示するほか、
戦争
体験談のDVDを視聴できます。
とき

8/13㈫～8/23㈮8:30～17:00

ところ 市役所市民ギャラリー
問合せ 行政課
（☎51・2028）

67362

合同企業説明会
若者就職サポート塾 in 豊橋
職業適性診断、履歴書などの添削、職
業相談会を行います。
とき

9/3㈫10:00～16:00

ところ ホテルアソシア豊橋
対 象 45歳未満程度の求職者、
家族
問合せ 商工業振興課
（☎51・2437）

19300

ひとり親家庭の親や寡婦のための
就業支援講習会
■介護職員初任者研修
とき 1 0 / 5 ～来年 2 / 1 5の土曜日
（12/28㈯、1/4㈯を除く。全
17回）
ところ ヘルパースクール ユノモ豊橋校
定 員 20人
（抽選）
料 金 6,995円
その他 登録販売者、
調剤薬局事務、
パ
ソコン中級ほか3講座を別会場
で開催
申込み 8/5㈪～8/28㈬に直接、
こども
家庭課
（☎51・2320）
22797

