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市民大学トラム
豊橋創造大学連携講座

■私のライフ・コーディネート
 とき	 6/22㈯10:00～11:30
 ■大人の食育
 とき	 7/6㈯10:00～11:30
■アクティブラーニングを体験しよう
 とき	 7/13㈯10:00～11:30
■アイディアをビジネスとして
　実現させよう
 とき	 7/27㈯10:00～11:30

［共通事項］
 定 員 	 各190人（申込順）
 申込み	 各前日までに豊橋創造大学

（☎050・2017・2106）、生涯
学習課（☎51・2850）

	 		 23387

市民大学トラム

■植物からの贈りもの 心と体に
　やさしいハーブとアロマの力Ⅱ
 とき	 6/25㈫、7/23㈫、8/27㈫、

9/24㈫、10/22㈷（全5回）
10:00～11:30

 料金	 6,500円
 申込み	 6/15㈯までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■女性限定！ フラダンスにチャレンジ
 とき	 7/24㈬、8/7㈬、8/28㈬、

9/11㈬、9/25㈬（全5回）
13:30～15:00

 料金	 1,500円
 申込み	 7/2㈫までに高豊地区市民館

（☎21・2824）
［共通事項］

 ところ	 各申込先
	 		 23387

どきどき挑戦講座 絵手紙

 とき	 6/15㈯10:00～12:00
 ところ	 青少年センター
 定 員	 20人（申込順）
 料 金	 300円
 申込み	 6/14㈮までに青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■絆を深める親子で楽しいパン作り
 とき	 7/21㈰10:00～11:30
 ところ	 前芝校区市民館
 対 象	 小学生と保護者
 料 金	 500円
 申込み	 6/28㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■親子で麺打ち ざるそば作り
 とき	 7/27㈯9:30～12:00
 対 象	 小学生と保護者
 料 金	 500円
 申込み	 6/30㈰までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
■JR豊橋駅で親子探検隊Ⅲ
 とき	 7/27㈯10:00～11:30
 ところ	 JR豊橋駅
 対 象	 小学生と保護者
 申込み	 7/5㈮までに中部地区市民館

（☎53・0638）
■夏休み！エンジョイ・クラフト
　親子工作教室
 とき	 7/28㈰10:00～11:30
 対 象	 小学生と保護者
 料 金	 500円
 申込み	 7/12㈮までに北部地区市民館

（☎53・4212）
■自己肯定感をはぐくむ子育て
　自信の持ち方、持たせ方
 とき	 8/17㈯13:30～15:00
 対 象	 小・中学生の保護者
 申込み	 7/25㈭までに東陽地区市民館

（☎61・7741）
［共通事項］

 ところ	 明記していないものは各申込先
	 		 23387

知っトク！豊橋ゼミナール

■豊橋カレーうどんを作ろう！
　我が家の一工夫を加えて!!
 とき	 7/2～7/16の火曜日（全3回）

9:30～12:00
 ところ	 本郷地区市民館
 料 金	 1,500円
 申込み	 6/15㈯までに本郷地区市民館

（☎46・8487）
	 		 23387

催し・講座
認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、専門医か
らアドバイスを受けます。
 とき	 6/27㈭13:00～15:30
 ところ	 つつじが丘地域福祉センター
 対 象	 認知症の方の介護者で初参加

の方
 講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
 定 員	 10人（申込順）
 申込み	 6/20㈭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）

	 		 24204

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	 6/29㈯13:30～14:30
 ところ	 あいトピア
 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	 6/28㈮までに住所、氏名、電

話番号を豊橋市中央地域包括
支援センター（☎54・7170）

	 		 6412
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多米配水場・展望台、
小鷹野浄水場を一般公開します

 とき	 6/1㈯～6/7㈮9:00～16:00
 問合せ	 浄水課（☎61・8761）
	 		 65719

ファミフォト

カメラのセルフタイマー機能を学び、
家族写真を撮影します。
	とき	 6/16㈰10:00～11:00
 ところ	 交通児童館
	対 象 	 18歳未満の方と保護者
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

おやこの広場
ボン・バ・ボーン

新聞紙で作ったボールを投げ合って遊
びます。
	とき	 6/22㈯10:30～11:20
 ところ	 交通児童館
	対 象	 5歳児以上と保護者
	定 員 	 30人（申込順）
 申込み	 6/1㈯から直接、交通児童館

（☎61・5818）

高等学校エコカーレース
総合大会（エコハイ）

 とき	 6/23㈰11:00～15:30
 ところ	 ユタカ自動車学校
 その他	 トヨタ	M

ミ ラ イ

IRAIの試乗、ホンダ	
クラリティの同乗試乗会あり

 問合せ	 エコカーレースについては商
工業振興課（☎51・2435）、試
乗会については温暖化対策推
進室（☎51・2419）

	 		 57178

障害福祉サービス事業所フェア

障害者の就労支援を行う事業所の作
業・訓練内容などを紹介します。
 とき	 7/7㈰13:00～16:00
 ところ	 保健所・保健センター
 問合せ	 とよはし総合相談支援センター

（☎56・4111）、障害福祉課
（☎51・2697）

	 		 65691

豊橋みなとフェスティバル
各種イベント

①ポートバスツアー
	とき	 7/15㈷［花王㈱豊橋工場］

8:15、10:40、13:50［トヨタ自
動車㈱田原工場］9:00、13:00

［天狗缶詰㈱三河工場］9:40
	対 象 	 小学生以上（小学生は保護者

同伴）
②弁当付きサンセットクルーズ
	とき	 7/15㈷17:00～19:00
	料 金	 中学生以上2,500円、小学生

1,500円
［共通事項］

 その他	 申込方法など詳細はホーム
ページ参照

 問合せ	 豊橋みなとフェスティバル実
行委員会事務局（豊橋商工会
議所内☎53・7211）、みなと振
興課（☎34・3710）

	 		 ①64521②64520

桜守ボランティア育成講座

桜の現状や保全活動、植栽などについ
て学びます。
 とき	 7 / 2 0㈯、11 / 1 6㈯、来年

2/22㈯、3/28㈯（全4回）
10:00～12:00

 ところ	 向山緑地
 講 師	 松井章泰さん（日本花の会さく

らアドバイザー）
 定 員	 20人（抽選）
 その他	 集合・解散は向山校区市民館
 申込み	 6/26㈬までに参加者全員の住

所・氏名・電話番号を公園緑地
課（☎51・2654）

	 		 66238

子育てお悩み解決塾Ⅱ

■育もう！子どもの社会性
 とき	 7/6㈯13:30～15:00
 その他	 小学生対象の工作教室を同

時開催（500円必要）
 申込み	 6/14㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■現代のSNSについて学ぶ
　家庭や家族の在り方を考えよう
 とき	 7/20㈯13:30～15:00
 その他	 小学生対象の木工教室を同

時開催（500円必要）
 申込み	 6/28㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
［共通事項］

 ところ	 アイプラザ豊橋
 対 象	 小学生の保護者
	 		 23387

四季の行事教室 七夕のつどい

ミニ笹を作り、七夕にまつわる話を聞
きます。
 とき	 6/29㈯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	 6/1㈯から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

視覚障害者ガイドヘルプ
ボランティア講習会

視覚障害者の外出を支援する技術を
講義と実践で学びます。
 とき	 7/4㈭、7/5㈮（全2回）10:00～

15:30
 ところ	 あいトピア
 講 師	 山本英毅さん（視覚障害リハビ

リテーションワーカー）
 定 員	 20人（申込順）
 料 金	 500円
 申込み	 6/25㈫までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）
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