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学習教室ステップ

大学生講師が勉強を教えます。
	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）

	 		 55224

秋の汐川干潟自然観察会

干潟で見られる生き物を観察します。
 とき 9/28㈯10:00～12:00（雨天

中止）
	対 象	 どなたでも（中学生以下は保護

者同伴）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 9/1㈰～9/19㈭に代表者の

郵便番号・住所・氏名・電話番
号、参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢を田原市環境政策
課（〒441-3492住所不要☎
0531・23・3541	 0531・23・
1832	 kankyo@city.tahara.
aichi.jp）

	問合せ	 田原市環境政策課、環境保全課
（☎51・2386）

	 		 20255

アカウミガメの来る
表浜海岸の自然観察会（秋）

植生観察や、アカウミガメのふ化後の
産卵巣調査を行います。
 とき 10/5㈯9:00～10:30（雨天

中止）
	対 象	 小学生以上（中学生以下は保

護者同伴）
	定 員	 50人（申込順）
	申込み	 9/1㈰～9/20㈮に代表者の郵

便番号・住所・氏名・電話番号、
参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢を環境保全課（☎51・2386	
56・5577	 kankyohozen@
city.toyohashi.lg.jp）

	 		 5525

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
秋の南信州フェア

南信州の野菜や果物、郷土料理を販売
します。
 とき 9/22㈰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）
	 		 68930

動物の愛護と
適正な飼い方について学ぼう！

保護した犬・猫を譲り受ける登録や犬・
猫との触れ合いを行います。
 とき 9/23㈷9:00～12:00
	ところ	 保健所・保健センター
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 		 	51264

催し・講座
市長と女性の懇談会

「受動喫煙のない社会を」をテーマに、
市長を交えて話し合います。
 とき 11/27㈬13:30～15:30
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 市内在住で18歳以上の女性
	定 員	 2人（抽選。初回優先）
	その他	 豊橋女性団体連絡会会員も参加
	申込み	 9/24㈫（必着）までに郵送、ファッ

クスまたはEメールで住所、氏
名、年齢、電話番号、テーマについ
ての意見を広報広聴課（〒440-
8501住所不要☎51・2166	
56・5711		 kohokocho@city.
toyohashi.lg.jp）	

	 		 17535

保育士のおしごとサポートセミナー

最近の保育の仕事について、講義と実
習で学びます。
 とき 10/4㈮9:45～14:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 保育士の資格を持つ方
	講 師	 こじかこども園園長ほか
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 9/13㈮までに申込書を保育課

（☎51・2365）※申込書は保
育課、ホームページで配布

	 		 37928
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お抹茶の愉しみ方講座

茶道の作法を基礎から学びます。
 とき 9/28㈯、10/12㈯（全2回）

10:00～12:00
	ところ	 三の丸会館
	講 師	 亀山宗法さん（茶道宗徧吉田

流）ほか
	定 員	 15人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込み	 9/1㈰～9/25㈬に三の丸会館

（☎56・6022）
	 		 37913

あなたの声でボランティア！
音訳入門講座

文字を音声にする音訳技術を講義と
実技で学びます。
 とき 10/4～12/6の金曜日（全10

回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	講 師	 音訳グループ「ぴっち」ほか
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込み	 9/1㈰～9/26㈭に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

点訳ボランティア養成講座

視覚障害者への情報伝達の方法と点
字を学びます。
 とき 9/22～来年1/12の日曜日

（12/29㈰を除く。全16回）
19:00～20:30

	ところ	 あいトピア
	講 師	 点工房
	定 員	 15人（申込順）
	料 金	 2,000円
	申込み	 9/1㈰～9/16㈷に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

女性の再就職支援セミナー

自己分析や応募書類の作成方法、面接
対策などを行います。
 とき 10/25㈮、10/28㈪、11/15㈮	

10:00～12:00、11/22㈮
13:00～15:00（全4回）

	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 笹村瞳さん（㈱NEXT統括部

長）ほか
	定 員	 20人（抽選）
	その他	 最終日は企業の人事担当者と

の意見交換会あり。6か月～6
歳児の託児あり（予約制）

	申込み	 10/21㈪までに㈱ネクスト・ワ
ン（☎053・478・0955）※ホー
ムページからも申し込み可

	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2188）
	 		 68947

全国凧揚げ大会 in 豊橋

全国の凧愛好家による創作凧・デザイ
ン凧のコンテストです。
 とき 9/28㈯、9/29㈰10:00（雨天

中止）
	ところ	 総合スポーツ公園
	その他	 小学生以下に小凧の無料配布

あり
	問合せ	 豊橋凧保存会	山田（☎090・

9172・6023）、「文化のまち」づ
くり課（☎51・2873）

	 		 60885

ええじゃないか豊橋まつりに向けた
草花の植え付け

 とき 10/12㈯10:00～12:00（雨天
順延10/13㈰）

	ところ	 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
	定 員	 30	人（抽選）
 その他	 草花のプレゼントなどあり
	申込み	 9/20㈮（必着）までに、はがき、

またはファックスで参加者全
員の住所・氏名・年齢・電話番
号を公園緑地課（〒440-8501
住所不要☎51・2654	 56・
1230）

	 		 68712

豊橋市国際交流協会
設立30周年記念式典

ボサノヴァのライブなどを行います。
 とき 11/10㈰13:30～16:30
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	出 演	 ミカ・ダ・シルヴァ（歌手）
	定 員	 400人（申込順）
	その他	 参加者に記念品あり
	申込み	 9/5㈭10:00から豊橋市国際

交流協会ホームページで必要
事項を入力※1申し込み5人
まで

	問合せ	 豊橋市国際交流協会（☎55・
3671）

地域未来塾ステップ

大学生講師と学習指導員が勉強を教
えます。
	とき	 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・高校生
	申込み	 随時、生涯学習課（☎51・2851）
	 		 50439

独身農業男子と素敵な出会いを！

■ビール電車
 とき 9/21㈯16:00～20:00
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」ほか
	対 象	 独身女性
	定 員	 14人（申込順）
	料 金	 2,000円
	申込み	 9/13㈮までに農業委員会（☎

51・2950）
■ホテルディナー
 とき 11/9㈯16:00～19:00
	ところ	 ホテルアソシア豊橋
	対 象	 35歳以下の独身女性
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 3,000円
	申込み	 10/31㈭までにJA豊橋高豊支

店（☎21・2111）
［共通事項］
	 		 10136
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