
小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■気軽に抹茶を味わおう！
　かんたんテーブル茶道
	とき	 11/30㈯10:00～11:30
	ところ	 高豊地区市民館
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 300円
	申込み 10/1㈫～11/10㈰に高豊地区

市民館（☎21・2824）
	 	 23387

青少年センターフェスティバル

青少年センターの歴史や活動をパネ
ル展示などで紹介します。
	とき	 10/27㈰～11/4㉁
 その他	 10/27㈰10:00～11:30にペッ

トボトルロケットなどを使った
科学実験教室あり

	問合せ	 青少年センター（☎46・8925）
	 	 16908

子どものための科学展

科学実験や工作、プログラミングなど
を体験できます。
	とき	 10/19㈯10:00～16:00、

10/20㈰10:00～15:00
	ところ	 視聴覚教育センター
	問合せ	 学校教育課（☎51・2826）
	 	 52124

明るい選挙啓発ポスター
コンクール入賞者作品展

	とき	 10/15㈫～10/31㈭
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	問合せ	 選挙管理委員会（☎51・2960）
	 	 45457

市民大学トラム

■ジャズ入門講座
　名演から学ぶアドリブ はじめの一歩
	とき	 11/24㈰、12/8㈰、12/15㈰、

来年1/19㈰、2/9㈰（全5回）
13:30～15:00

	対 象	 譜面が読めて楽器が演奏でき
る方（打楽器は不可）

	料 金	 1,500円
	申込み 10/25㈮までに北部地区市民館

（☎53・4212）
■はじめての己書
　私らしい年賀状や色紙を描こう
	とき	 11/27㈬、12/4㈬、12/11㈬、

来年1/22㈬、1/29㈬（全5回）
13:30～15:00

	料 金	 2,000円
	申込み 11/3㈷までに二川地区市民館

（☎41・0551）
［共通事項］
	ところ	 各申込先
	 	 23387

青少年健全育成のつどい

青少年賞などの表彰やインターネット
の安全な使い方の講演を行います。
	とき	 11/2㈯13:30～15:30
	ところ	 公会堂
	定 員	 300人（先着順）
	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2382）
	 	 23509

岩屋緑地
どんぐりとキノコまつり

どんぐりを拾って、工作などを行います。
	とき	 10/27㈰9:30～15:00
	対 象	 小学生以下と保護者
	講 師	 岩屋緑地に親しむ会
	定 員	 20組（申込順）
	料 金	 大人300円、小学生以下200円
 その他	 集合は視聴覚教育センター
	申込み 10/4㈮～10/18㈮に参加者全

員の住所・氏名・電話番号を公
園緑地課（☎51・2655	 56・
1230）

	 	 51556

催し・講座
知っトク！豊橋ゼミナール

■愛知大学名誉教授 藤田佳久氏から
愛知大学の歴史を学ぼう
	とき	 10/29㈫、11/5㈫、11/19㈫

（全3回）10:00～11:30
	ところ	 南部地区市民館、愛知大学
	申込み 10/15㈫までに南部地区市民館

（☎47・0974）
■豊橋から世界の食卓につくだ煮を
　平松食品の躍進に迫る！
	とき	 11/2㈯、11/9㈯、11/16㈯	

（全3回）10:00～11:30
	ところ	 豊岡地区市民館
	申込み 10/22㈷までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）
■豊橋市民の心の故郷
　チンチン電車
	とき	 11/21㈭、11/28㈭、12/5㈭

（全3回）10:00～11:30
	ところ	 赤岩口車庫、豊城地区市民館、

市役所教育委員会室
	申込み 10/25㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）
■豊

と よ が わ

川ってどんな川？
　牛川の渡しとかすみ堤を歩く
	とき	 11/23㈷、11/30㈯、12/7㈯

（全3回）13:30～15:00
	ところ	 青陵地区市民館、市役所展望

ロビー、豊川河川敷ほか
	申込み 10/31㈭までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
［共通事項］
	 	 23387

子育てお悩み解決塾Ⅵ

■食育インストラクターに学ぶ
　家族で囲む食卓の大切さ
	とき	 11/9㈯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（500円必要）
	申込み 10/1㈫～11/1㈮にアイプラザ

豊橋（☎48・3007）
	 	 23387
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ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
ハロウィン収穫祭

ハロウィン限定のアイシングクッキー
などを販売します。
	とき	 10/27㈰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）
	 	 69259

豊橋総合いけばな展

市内の9流派が生け花を展示します。
	とき	 10/19㈯、10/20㈰10:00～

16:00
	ところ	 市民文化会館
	問合せ	 (公財）豊橋文化振興財団（☎

39・5211）

東三河 人にやさしい街づくり講座

車いす体験などを通して、バリアフリー
の必要性を考えます。
	とき	 11/23㈷10:00～16:00
	ところ	 カリオンビル
	定 員	 50人（申込順）
	申込み 11/22㈮までに住所、氏名、年齢、

電話番号を建築指導課（☎51・
2587	 56・3815	 kenchiku	
shido@city.toyohashi.lg.jp）

	 	 20760

聞こえのサポート
要約筆記入門講座（手書きコース）

聴覚障害者へ文字で伝える要約筆記
を学びます。
	とき	 11/17㈰、11/24㈰、12/1㈰

（全3回）13:00～16:00
	ところ	 あいトピア
	定 員	 20人（申込順）
	申込み 10/1㈫～11/10㈰に豊橋市社

会福祉協議会（☎52・1111）

秋の市民茶会

市内の8流派が茶席を設けます。
	とき	 10/19㈯、10/20㈰10:00～

15:00
	ところ	 市民文化会館
	料 金	 前売り各2席セット1,000円、当

日各1席600円
 その他	 参加流派など詳細は市民文化

会館ホームページ参照
	チケット	 随時、三の丸会館、市民文化会

館、穂の国とよはし芸術劇場で
販売

	問合せ	 (公財）豊橋文化振興財団（☎
39・5211）

まちなかピクニック
かわいい＆オリジナルなもの大集合！

手作りアクセサリーの販売や陶芸体験
などを行います。
	とき	 10/13㈰11:00～15:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 	 69188

東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

2019年 10月

 11月

〜豊川稲荷秋季大祭
11/16㈯、11/17㈰9:00～19:00
豊川稲荷

みこし渡
と

御
ぎょ

や稚児行列、境内の大ちょ
うちんが見所です。
豊川閣妙厳寺　☎0533・85・2030

鳳来寺山もみじまつり
11月上旬～下旬
鳳来寺山

鮮やかな紅葉や太鼓演奏などのイベントを
楽しめます。
新城市観光協会　☎0536・29・0829

いも煮会 IN 茶臼山
10/13㈰10:00～16:00
茶臼山高原

直径2mの鍋で煮た、いも煮を地元の方が
振る舞います。
（一財）茶臼山高原協会　☎0536・87・2345

くらふとフェア蒲郡2019
11/2㈯10:00、11/3㈷9:00
みなとオアシスがまごおり

木工製品・ガラス細工の展示即売や製作体
験を楽しめます。
くらふとフェア蒲郡実行委員会　☎0533・66・1120

参
さ ん ぞ ろ

侯祭
11/9㈯14:00
三都橋津島神社

七福神と称
ね ぎ

宜の問答や、軽妙で愉快な舞を
楽しめます。
設楽町観光協会　☎0536・62・1000

豊川市

新城市

豊根村

蒲郡市

設楽町
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