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市民活動団体の活動紹介や、鉛筆作り
などを行います。
	とき	 10/27㈰10:00～15:00
	ところ	 カリオンビル
	問合せ	 市民活動プラザ（☎56・5160）、

市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 10254

市民活動団体交流会

参加者との交流を通して、地域の子育
てについて考えます。
	とき	 10/26㈯14:00～15:30
	ところ	 カリオンビル
	対 象	 中学生以上
	定 員	 50人（申込順）
	申込み 10/19㈯までに直接、または

電話で市民活動プラザ（☎56・
5160）

	問合せ	 市民活動プラザ、市民協働推進
課（☎51・2483）

	 	 10254

市民病院リウマチ講演会

関節リウマチの治療などについて学び
ます。
	とき	 10/18㈮13:00～16:20
	講 師	 寺部健哉さん（名古屋大学大

学院リウマチ学助教授）
 その他	 関節リウマチの相談、関節エ

コー体験あり
	問合せ	 市民病院リウマチ科（☎33・

6111）

骨髄ドナー登録会
in  ええじゃないか豊橋まつり

	とき	 10/19㈯9:30～11:00、13:00～
16:00

	ところ	 豊橋公園
	対 象	 18～54歳の方（健康状態によ

り登録できない場合あり）
	問合せ	 健康政策課（☎39・9111）
	 	 8793

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	 10/10㈭、11/14㈭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

福祉業界就職説明会

福祉関係の企業8社程度から採用など
の話が聞けます。
	とき	 11/14㈭、11/19㈫13:30～

15:30
	ところ	 豊橋地方合同庁舎
	問合せ	 ハローワーク豊橋（☎52・

7193）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 	 61238

親子花育バスツアー

施設見学やガーベラ狩りなどを行い
ます。
	とき	 11/30㈯8:30～16:00
	ところ	 JA愛知みなみマムポートセン

ター（田原市長沢町）ほか
	対 象	 豊橋・田原市内在住・在学の小

学生と保護者
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 大人1,580円、小学生800円
 その他	 集合・解散は道の駅とよはし
	申込み 10/25㈮（必着）までにイベン

ト名、参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号を豊橋田原
広域農業推進会議事務局（農
業企画課内〒440-8501住所
不要	 info_nogyokikaku@
city.toyohashi.lg.jp）

	問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 66227

催し・講座
生活・介護支援 サポーター養成講座

高齢者の特徴と関わり方などを講義と
実習で学びます。
	とき	 11/1㈮、11/8㈮、11/15㈮、

11/22㈮、12/13㈮13:15～
16:00、11/25㈪～12/7㈯に
実習1日（全6回）

	ところ	 市民文化会館ほか
	対 象	 市内在住の方
	定 員	 20人（申込順）
 その他	 修了証を交付
	申込み 10/19㈯までにコープあいち

福祉サービス豊橋中央（☎53・
1511）

	 	 69248

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	 11/16㈯10:00～11:00
	ところ	 東部地区市民館飯村分館
	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 10/1㈫～11/8㈮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）

	 	 6412
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とよはし子育て応援フェス

仕事体験やフリーマーケットなどを楽
しめます。
	とき	 11/3㈷10:00～16:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
 その他	 一部、申込制の講座あり。申込

方法など詳細はホームページ
参照

	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2382）
	 	 69303

イクボスセミナー

部下のワーク・ライフ・バランスについ
て考えます。
	とき	 1 0 /17㈭13 : 30～16 : 00

（13:00から受け付け）
	ところ	 東三河総合庁舎
	対 象	 企業の経営者、管理職など
	講 師	 鈴木昌子さん（NPO法人ファ

ザーリング・ジャパン東海支部）
	定 員	 30人（申込順）
	申込み 10/10㈭までに申込書を愛知

県東三河総局産業労働課（☎
54・2582	 	54・7239）※申込
書はホームページほかで配布

	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2325）
	 	 69313

女性のプレゼン力アップ講座

①講義、②個別指導でプレゼンテー
ションの方法を学びます。
	とき	 11/18㈪①13:30～14:30	

②14:30～16:30
	ところ	 豊橋技術科学大学
	対 象	 ②女性
	講 師	 中野裕美さん（豊橋技術科学

大学副学長）
	定 員	 ②6人（申込順）
 持ち物	 ②パソコン、3分程度のパワー

ポイント資料など
 その他	 6か月以上の未就学児の託児

あり（予約制。①は1人150円、	
②は1人450円必要）

	申込み 10/31㈭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

	 	 69316

夫婦で協力 料理教室

魚のおろし方、だしの取り方など料理
の基本を学びます。
	とき	 11/9㈯、11/23㈷、12/7㈯（全

3回）10:00～13:30
 ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 鈴木良昌さん（豊橋調理製菓専

門学校校長）
	定 員	 12組（抽選）
	料 金	 5,000円
 申込み	 10/23㈬までに男女共同参画

センター（☎33・2822）※ホー
ムページからも申し込み可

	 	 69319

家族で考える みんなの家事

整理、収納や掃除などのコツを学びます。
	とき	 11/2㈯、11/30㈯（全2回）

10:00～12:00
	ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 上田伸美さん（家事サポーター

指導員）
	定 員	 30人（抽選）
 その他	 6か月児～小学3年生の託児あり

（予約制。1人1回300円必要）
	申込み 10/18㈮までに男女共同参画

センター（☎33・2822）※ホー
ムページからも申し込み可

	 	 69318

設楽のいも煮会体験バスツアー

いも煮やこんにゃく作りなどを通じて
地元の方と交流します。
	とき	 11/17㈰8:45～17:00
	ところ	 JA愛知東こんにゃく村（設楽町

神田）
	対 象	 市内在住・在学・在勤の小学

生以上（小・中学生は保護者
同伴）

	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 1,000円
 その他	 集合・解散は豊橋公園駐車場
	申込み 10/1㈫～10/18㈮に生涯学習

課（☎51・2851）
	 	 5270

豊橋のどうまい食材を食卓に
豊橋市場まつり

農産物の販売や市場ツアー、競り体験
などを行います。
	とき	 11/3㈷9:30～13:30
	ところ	 ㈱豊橋中央青果市場
	問合せ	 農業企画課（☎51・2464）
	 	 66226

市立看護専門学校戴
た い ぼ う

帽式

学生がナースキャップを受け取る戴帽
式を見学できます。
	とき	 10/30㈬14:00～15:00
	申込み 10/29㈫までに市立看護専門

学校（☎33・7891）

定時制・通信制高等学校
合同説明会

概要説明、個別相談会を行います。
	とき	 10/27㈰13:30～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 不登校や中途退学などで進路

に悩んでいる中学・高校生と保
護者、教員など

	問合せ	 こども若者総合相談支援セン
ター（☎51・2327）

	 	 69231

東三河交流事業 市民活動見学
どすごいバスツアー

多世代間の交流の場所作りに取り組
む地域を見学します。
	とき	 11/16㈯8:45～15:30
	ところ	 まちカフェ（蒲郡市新明町）ほか
	定 員	 30人（申込順）
 その他	 集合・解散は豊橋駅または上下

水道局
	申込み 10/25㈮までに市民協働推進課

（☎51・2483）
	 	 50330
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