
市民大学トラム

■みんな初心者！ やさしいヨガで
気持ちよくリフレッシュ

 とき 10/5～10/26の土曜日（全4
回）10:00～11:00

	料 金	 1,500円
	申込み	 9/20㈮までに東部地区市民館

（☎63・3810）
■野菜ソムリエによる講義と実習
　豊橋野菜＆果実をいかす料理百科
 とき 10/5㈯、10/19㈯、11/9㈯、

11/30㈯、12/14㈯（全5回）
10:00～12:00

	ところ	 前芝校区市民館
	料 金	 6,500円
	申込み	 9/20㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
■ピラティスで姿勢美人！
 とき 10/8㈫、10/22㈷、11/5㈫、

11/19㈫、12/3㈫（全5回）
10:00～12:00

	料 金	 1,500円
	申込み	 9/20㈮までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）
■心と身体に優しいヨガ
 とき 10/23～12/4の水曜日（全7

回）10:00～11:30
	料 金	 1,500円
	申込み	 9/25㈬までに豊城地区市民館

（☎53・3304）
［共通事項］
	ところ	 明記していないものは各申込先
	 		 23387

おやこの広場 
プチっとコースター

レジ袋をアイロンで溶かして、コース
ターを作ります。
 とき 9/22㈰14:00～15:00
	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）

日本語ボランティア養成講座

会話を通した外国人への日本語指導
法を学びます。
 とき 9/22～10/27の日曜日、11/3㈷

（全7回）10:30～12:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 とよた日本語学習支援システ

ム・プログラムコーディネー
ターほか

	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 一般5,000円、会員3,000円
	申込み	 9/17㈫（必着）までに返信先

明記の往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、職業、電話
番号を豊橋市国際交流協会
（〒440-0888駅前大通二丁目
33-1開発ビル3階☎55・3671）

ひとり親家庭等生活支援講習会

■ひとり親と仕事
 とき 9/16㈷13:30～15:00
■ライフプランと教育費
 とき 10/13㈰13:30～15:00
■子どもと楽しく生きるには
 とき 11/3㈷10:00～11:30

［共通事項］
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 ひとり親家庭の親、離婚を考え

ている方
	講 師	 NPO法人しんぐるまざあず・

ふぉーらむ
	定 員	 各30人（申込順）
	その他	 6か月児以上の託児あり（予約

制。1人各100円必要）
	申込み	 随時、こども家庭課（☎51・2320）
	 		 31542

成年後見・権利擁護講座

成年後見制度や相続、遺言について学
びます。
 とき 10/25～11/15の金曜日（全4

回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア	
	定 員	 40人（申込順）
	申込み	 9/1㈰～10/18㈮に豊橋市成年

後見支援センター（☎57・6800）
	 		 6521

催し・講座
豊橋文化祭 開会式典

地域文化振興活動功労者などの表彰
式、記念コンサートを行います。
 とき 9/28㈯14:00
	ところ	 市民文化会館
	定 員	 300人（先着順）※9/1㈰から市

民文化会館、穂の国とよはし芸
術劇場、ライフポートとよはし、
9/2㈪から「文化のまち」づくり
課で配布する整理券が必要

	その他	 9/28㈯～11/30㈯に市内各所
で各種団体による行事あり

	問合せ	 （公財）豊橋文化振興財団（☎
39・5211）、「文化のまち」づく
り課（☎51・2874）

	 		 69290

クラストコ版 親子体験会

■紅茶作り体験
 とき 9/15㈰10:00～17:00
	ところ	 ごとう製茶
	対 象	 5歳児以上と保護者
	定 員	 16人（申込順）
	料 金	 1,500円
■豊橋筆作り体験
 とき 10/6㈰10:00～12:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 小・中学生と保護者
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,000円

［共通事項］
	申込み	 各前日までにEメールで講座

名、代表者の住所・氏名・電
話番号、参加者全員の氏名・
年齢を広報広聴課（☎51・
2164	 kohokocho@city.
toyohashi.lg.jp）

	 		 69299
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葦毛湿原再生フォーラム 自然再生・
植生回復はどのように行うべきか？

 とき 9/28㈯13:30～16:30
	ところ	 カリオンビル
	講 師	 高田雅之さん（法政大学人間

環境学部教授）
	定 員	 99人（先着順）
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

豊橋張り子最後のお面工人
豊田三良さんの元型でお面づくり

 とき 10/6～10/27の日曜日（全4
回）13:00～15:30

	ところ	 民俗資料収蔵室
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）
	講 師	 豊橋竹とんぼ会
	定 員	 25人（申込順）
	料 金	 800円
	申込み	 9/4㈬～9/23㈷9:00～17:00

に参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を豊橋竹とんぼ会	
兵藤（☎080・5294・1818）

	問合せ	 美術博物館（☎51・2882）

衛星データで拓く 
スーパーシティの未来

「衛星データを利用した街づくり」を
テーマに講演します。
 とき 10/8㈫15:00～17:00
	ところ	 市役所講堂
	講 師	 神谷岳志さん（JAXA・J-SPARC	

プロデューサー）ほか
	定 員	 150人（申込順）
	申込み	 10/4㈮までに代表者の氏名・

電話番号、参加人数を㈱サイエ
ンス・クリエイト（	 science@
tsc.co.jp）

	問合せ	 産業政策課（☎51・2436）
	 		 69295

知っトク！豊橋ゼミナール

■船に乗って港を海から見学！
　三河湾、その産業と防災
 とき 10/2㈬10:00～11:00、13:00～	

14 :00（雨天順延10/9㈬、
10/11㈮）、10/16㈬、10/23㈬
10:00～11:00（全3回）

	ところ	 三河港、牟呂地区市民館
	申込み	 9/20㈮までに牟呂地区市民館

（☎32・4615）
■豊

と よ が わ

川用水通水50年の歴史
　偉業の全様とその恩恵に迫る
 とき 10/3㈭、10/17㈭、10/31㈭

（全3回）10:00～11:30
	ところ	 五並地区市民館
	申込み	 9/20㈮までに五並地区市民館

（☎21・2729）
■羽田八幡宮・図書館・紅葉の

淨慈院の見学と歴史を学ぶ
 とき 11/13㈬13:30～15:00、

11/20㈬、11/27㈬10:00～
12:00（全3回）

	ところ	 羽田八幡宮、中央図書館、淨慈院
	申込み	 9/29㈰までに羽根井地区市民

館（☎32・5050）
［共通事項］
	 		 23387

みなとふれあい体験イベント
セキスイハイム工業㈱工場見学会

家のユニット組立工場の見学や、地震
体験などを行います。
 とき 10/14㈷10:00、13:00（各

90分）
	対 象	 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
	定 員	 各30人（申込順）
	その他	 集合・解散はカモメリア※バス

使用
	申込み	 10/1㈫までに希望時間、代表

者の郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号、参加者全員（1グ
ループ6人まで）の氏名・年齢
を、みなと振興課（☎34・3710	
minato@city.toyohashi.
lg.jp）

	 		 59894

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子で自然観察を楽しもう！
 とき 10/5㈯9:00～12:00
	ところ	 石巻山
	申込み	 9/25㈬までに東陵地区市民館

（☎64・8088）
■クーピーだったら、
　お父さんより上手に描けるぞ！
 とき 10/6㈰10:00～12:00
	ところ	 杉山地区市民館
	料 金	 70円
	申込み	 9/21㈯までに杉山地区市民館

（☎23・2216）
［共通事項］
	対 象	 小学生と保護者
	 		 23387

子育てお悩み解決塾Ⅴ

■臨床心理士から学ぶ
　子育てで本当に大切なこと
 とき 10/26㈯13:30～15:00
	ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 小学生の保護者
	その他	 小学生対象の工作教室を同時

開催（700円必要）
	申込み	 10/18㈮までにアイプラザ豊橋

（☎48・3007）
	 		 23387

敬老の日特別プログラム
皮 de ケース

 とき 9/16㈷10:00～12:00（9:00
から受け付け）

	ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方（小学2年生以下

は保護者同伴）
	定 員	 17人（先着順）
	料 金	 100円
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）
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