
男性が変われば社会が変わる！
経済学で見る男性の家庭参加

	とき	 7/20㈯10:30～12:00
 ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師 	 水落正明さん（南山大学総合

政策学科教授）
 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150円必要）
 申込み	 7/5㈮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

	 		 65705

平成30年度市民協働推進補助金
事業報告会

 とき	 6/28㈮13:00～16:00
 ところ	 市役所市民ギャラリー
 その他	 6/24㈪～6/28㈮16:00に事業

活動のパネル展示あり
 問合せ	 市民協働推進課（☎51・2483）
	 		 10339

飯田市との読書会交流会

カズオ・イシグロ著「日の名残り」など
について話し合います。
 とき 7/12㈮10:15～16:00
 ところ	 前芝校区市民館ほか
 定 員	 25人（申込順）
 料 金	 2,000円程度
 その他	 集合・解散は中央図書館※バ

ス使用
 申込み	 6/18㈫までに住所、氏名、

電話番号を中央図書館（☎
31・3131	 tosho@library.
toyohashi.aichi.jp）

教科書展示会

小・中学校、高校、特別支援学校の教
科書見本を展示します。
 とき 6/7㈮～7/1㈪（日曜日を除く）

9:00～16:00
	ところ	 教育会館
 問合せ 教育会館（☎33・2113）
	 		 66244

ごみ減量・リサイクル講習会

 とき	 6/22㈯
 ところ	 市役所講堂
■生ごみ減量容器の活用術
 時 間	 13:00～14:00
	講 師	 餌取英樹さん（環境カウンセ

ラー）
■生ごみたい肥でガーデニング
 時 間	 14:15～15:15
 講 師	 山本洋見さん（グリーンアドバ

イザー）
■ごみ分別と減量講習会
 時 間	 15:30～16:30
 講 師	 環境政策課職員

［共通事項］
 定 員	 各100人（申込順）
 申込み	 6/14㈮（必着）までに講座名（複

数可）、住所、氏名、電話番号を
環境政策課（〒440-8501住所
不要☎51・2417	 56・5126）

	 		 65726

アカウミガメの来る表浜海岸の
自然観察会

海岸観察やアカウミガメ調査を体験し
ます。
 とき	 7/13㈯、7/20㈯5:00～7:00
 対 象	 小学生以上（中学生以下は保

護者同伴）
 定 員	 各50人（申込順）
 申込み	 6/1㈯～6/14㈮に希望日、代

表者の郵便番号・住所・氏名・
電話番号、参加者全員の氏名・
年齢を環境保全課（〒440-
8501住所不要☎51・2386	
56・5577	 kankyohozen@
city.toyohashi.lg.jp）

	 		 9075

地域を守る消防団員による
消防操法大会・放水競技大会

火点を想定した標的を放水し、倒すま
でのタイムを競います。
 とき	 6/9㈰8:30
 ところ	 石巻運動広場
 問合せ	 消防本部総務課（☎51・3111）
	 		 19167

催し・講座
ワークショップ 外来魚調査隊

外来魚の問題点や見分け方について
学びます。
 とき	 7/24㈬9:30～12:00（雨天順

延7/25㈭）
 ところ	 向山大池
 対 象	 どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
 講 師	 自然史博物館学芸員
 定 員	 30人（抽選）
 料 金	 200円
 その他	 集合・解散は市民文化会館
 申込み	 7/4㈭（必着）までに返信先明

記の往復はがきでイベント名、
参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

ハナショウブの株分け体験

 とき	 6/19㈬10:00～12:00（小雨
決行）

 ところ	 賀茂しょうぶ園
 定 員	 30人（抽選）
 その他	 分けた株は1人20株まで持ち

帰り可
 申込み	 6/10㈪（必着）までに、はがき

またはファックス（1申し込み
2人まで）で参加者全員の住
所・氏名・電話番号を公園緑地
課（〒440-8501住所不要☎
51・2655	 56・1230）

	 		 56031

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を
します。
 とき	 6/13㈭、7/11㈭13:30～15:00
 ところ	 保健所・保健センター
 対 象	 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族
 申込先	 健康増進課（☎39・9145）
	 		 6779

20



支 援
機能訓練事業 水泳による訓練

水中運動により、身体機能の保持を図
ります。
 とき	 7/5～8/9の金曜日（全6回）

18:00～19:00
 ところ	 アクアリーナ豊橋
 対 象	 市内在住の障害者手帳所持者

と家族、介護者※家族、介護者
も入水

 講 師	 壁谷田恵子さん（水泳インスト
ラクター）

 定 員	 10組（申込順）
 申込み	 6/1㈯から、さくらピア（☎53・

3153	 53・3200）
	 		 32402

児童手当の現況届の
提出期限は6月28日㈮です

6月分以降も継続して児童手当を受け
るには、現況届の提出が必要です。6月
上旬に、対象者宛てに現況届を送付し
ます。提出期限を過ぎても届かない方
は、お問い合わせください。
 問合せ	 こども家庭課（☎51・3161）
	 		 22755

母子父子家庭等医療費の受給には
更新手続きが必要です

8月1日㈭以降も継続して母子父子家
庭等医療費の助成を受けるには、6月
28日㈮までに更新手続きが必要です。
6月中旬に、受給者宛てに更新申請書
を送付します。6月23日㈰を過ぎても
届かない方は、お問い合わせください。
新規受給申し込みについてはホーム
ページでご確認ください。
 申込み	 こども家庭課（☎51・2335）
	 		 22789

親子フード・カルチャー・インサマー

学校給食の調理場の見学、調理体験、
試食をします。
 とき ①7/22㈪、7/23㈫②7/24㈬、

7/25㈭③7/25㈭、7/26㈮
10:00～13:00

 ところ	 ①北部学校給食共同調理場
②東部学校給食共同調理場
③西部学校給食共同調理場

 対 象	 市内在住の小・中学生と保護者
（未就学児の同伴不可）

 定 員	 ①各60人②各36人③各40人
（各抽選）

 料 金	 各400円
 その他	 申込方法など詳細はホーム

ページ参照
 問合せ	 保健給食課（☎51・2815）
	 		 5229

ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ
究極のカレーフェア

スパイスが効いた、さまざまなカレー
を楽しめます。
 とき	 6/30㈰10:00～16:00
 ところ	 豊橋駅南口駅前広場
 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 64868

古
ふ る た め

多米で七夕飾りを作ろう

短冊作りのほか、流しそうめんを楽し
みます。
	とき	 6/29㈯9:30～12:00
 ところ	 民俗資料収蔵室
	対 象 	 市内在住の小学生と家族　
	定 員 	 10組（1組5人まで。申込順）
	その他	 作品の持ち帰り可
 申込み	 6/27㈭までに代表者の氏名・

電話番号、参加人数を美術博
物館（☎51・2882）

ジオツアー 豊
とよ

川
がわ

の石はどこから？

豊川の河原の石の観察方法などを学
びます。
	とき	 7/13㈯9:00～16:30（雨天順

延7/14㈰）
 ところ	 新城市、設楽町
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）
	講 師	 自然史博物館学芸員
	定 員	 20人（抽選）
 その他	 集合・解散は、のんほいパーク

中央門駐車場※バス使用
 申込み	 6/27㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがきでイベント
名、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

猫の家族さがし登録会

猫の飼い方などを学び、保護した猫を
譲り受ける登録をします。
 とき	 6/15㈯10:30～12:00（受け

付けは10:00～10:30）
 ところ	 保健所・保健センター
 対 象	 猫の飼育が可能な家に居住す

る方
 その他	 譲渡後、不妊去勢手術をする

など登録に条件あり
 問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 		 7900

これからの雇用形態を
考えるセミナー

先進企業の事例などから、さまざまな
雇用形態を学びます。
 とき	 7/23㈫13:30～16:30
 ところ	 市役所講堂
 対 象	 市内の中小事業所などの経営

者・人事担当者
 講 師	 豊橋市産業教育コーディネー

ター
 定 員	 60人（申込順）
 申込み	 7/16㈫までに商工業振興課

（☎51・2435）
	 		 65698
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