
GW企画  KTJマーク探偵

館内に隠された目印をヒントに暗号を
解きます。
 とき	 4/27㈯～5/6㉁9:00～16:00
	ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

こどもの日特別企画  こいパック

牛乳パックを使って鯉のぼり型のバッ
グを作ります。
 とき	 5/4㈷、5/5㈷9:00～16:30
	ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方
	定 員	 各30人（先着順）
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

国際交流サロン
森と湖の国リトアニア

リトアニアの文化や観光名所を紹介し
ます。
 とき	 4/20㈯13:30～15:00
	ところ	 国際協力市民サロン「Pal」
	講 師	 前川ダイバさん（リトアニア出身）
	定 員	 40人（申込順）
 申込み	 4/4㈭10:00から氏名、電話番

号を豊橋市国際交流協会（☎
55・3671	 tia@tia.aichi.jp）

低木刈込ボランティア育成講座

公園の低木を刈り込み、庭木の手入れ
や樹木について学びます。
 とき	 5 /26㈰、6/22㈯（全2回）

10:00～11:30
	講 師	 豊橋造園工事業協同組合
	定 員	 20人（抽選）
 その他	 集合・解散は豊城地区市民館
 申込み	 4/26㈮までに参加者全員の

住所・氏名・電話番号を公園緑
地課（〒440-8501住所不要☎
51・2654）

	 		 63532

春の市民大茶会

市内の12流派が茶席を設けます。
 とき	 4/7㈰、4/28㈰10:00～15:00
	ところ	 市民文化会館
	料 金	 2席1,000円（当日は1席600円）
	チケット	各前日までに三の丸会館、市

民文化会館、穂の国とよはし芸
術劇場

	問合せ	 （公財）豊橋文化振興財団（☎
39・5211）

豊橋総合いけばな展

市内の9流派が生け花を展示します。
 とき	 4/27㈯、4/28㈰10:00～16:00
	ところ	 市民文化会館
	問合せ	 （公財）豊橋文化振興財団（☎

39・5211）

花交流フェア2019

手作り花壇・寄せ植えの展示やステー
ジイベントなどを楽しめます。
 とき	 5/3㈷～5/5㈷
	ところ	 豊橋公園
 その他	 5/3㈷に抽選で300人にドウダ

ンツツジの苗木を配布（当日
11:00から抽選券配布）

	問合せ	 豊橋みどりの協会（☎41・7400）、
公園緑地課（☎51・2650）

	 		 17124

とよはしの巨木・名木を見学しよう

不動の滝のケヤキなどをバスと徒歩で
見学します。
 とき	 5/18㈯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	 4/22㈪（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
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レクリエーション・インストラクター
養成講座

子ども・高齢者向けのレクリエーション
の理論と実技を学びます。
 とき	 5/12～9/22の当センターが指

定する日曜日（全9回）9:10～
16:05

	ところ	 青少年センター
	対 象	 高校生以上
	講 師	 レクリエーション・コーディネー

ターほか
	定 員	 30人（申込順）
	料 金	 5,500円
 申込み	 4/9㈫から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

地域で活躍!!
レクリエーションリーダー講座

高齢者対象のレクリエーション活動の
理論と実技を学びます。
 とき	 5/16～6/20の木曜日（全6回）

13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	対 象	 受講後に週1回程度、当協議

会の介護予防サロンで活動可
能な方

	講 師	 阿部弘子さん（レクリエーショ
ン・コーディネーター）ほか

	定 員	 20人（申込順）
 申込み	 5/8㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

就学へのステップのつどい
就学へ向けての①講演会②座談会

 とき	 ①5/23㈭9:30～12:00②6/6㈭、
6/7㈮10:00～12:00（各日テー
マは異なる）

	ところ	 ①保健所・保健センター②こど
も発達センター

	対 象	 市内在住で小学校就学を控えた
発達に心配のある子どもの保護者

	講 師	 ①特別支援学校教員ほか
	定 員	 ①200人②各25人（各申込順）
 申込み	 ①は5/9㈭、②は5/30㈭まで

に希望日、氏名、電話番号を、
こども発達センター（☎39・
9200	 47・0911	 hattatsu-
center@city.toyohashi.lg.jp）

	 		 39495

春の葦毛湿原観察会

湿原と周辺の植物を観察し、湿原を取
り巻く環境について学びます｡
 とき	 4/21㈰9:30～11:30
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 60人（申込順）
 その他	 集合は長尾池隣の東屋
 申込み	 4/1㈪から文化財センター（☎

56・6060）

肢体不自由者ガイドヘルプ
ボランティア講習会

肢体不自由者の外出援助をする際の
介助方法を学びます。
 とき	 5/11㈯、5/12㈰（全2回）10:00～

15:30
	ところ	 あいトピア
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 500円
 申込み	 4/2㈫～5/3㈷に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

地域未来塾ステップ

大学生ボランティアと学習指導員が勉
強を教えます。
 とき	 5月～来年3月の第2・4日曜日

13:30～16:30
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住で塾などに通ってい

ない中学生～高校生（生活困
窮・ひとり親世帯優先）

	定 員	 20人（抽選）
 申込み	 4/19㈮までに申込書を生涯

学習課（☎51・2846）、青少年
センター（☎46・8925）※申込
書は生涯学習課、青少年セン
ター、ホームページで配布

	 		 50439

学習教室ステップ

大学生ボランティアが勉強を教え
ます。
 とき	 ［土曜日］カリオンビル［第1・3土

曜日］豊校区市民館［第2・4土
曜日］アイプラザ豊橋、視聴覚
教育センター。時間は13:30～
16:30※視聴覚教育センターは
13:00～16:00

	対 象	 市内在住で、生活に困窮してい
る世帯・ひとり親家庭などの中
学生～高校生※カリオンビル
は小学4～6年生も可

 申込み	 随時、生活福祉課（☎51・
2313）、こども家庭課（☎51・
3161）

	 		 23349

点訳ボランティア養成講座

点字と視覚障害者への情報伝達の支
援について学びます。
 とき	 5/22～9/11の水曜日（8/14

を除く）①10 : 3 0～12 : 0 0	
②19:00～20:30（各全16回）

	ところ	 あいトピア
	講 師	 点工房
	定 員	 各15人（申込順）
	料 金	 各2,000円
 申込み	 4/1㈪～5/15㈬に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）
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