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新年に向けた草花の植え付け

	とき	 12/14㈯（雨天順延12/15㈰）
10:00～12:00

 ところ	 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
	定 員	 50人（抽選）
 その他	 草花のプレゼントなどあり
	申込み	 11/22㈮（必着）までに、はが

き、またはファックスでイベン
ト名、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・2655	 56・1230）

			 　	68712

コーラスのつどい

14組のコーラスグループによるポップ
スや童謡などを楽しめます。
	とき	 11/13㈬12:00
 ところ	 市民文化会館
 問合せ	 (公財）豊橋文化振興財団（☎

39・5211）

謎解きフタガワC
コ ー ド

ODE

二川地区の5施設を巡りながら謎解き
に挑戦します。
	とき	 11/2㈯～来年3/15㈰
 ところ	 二川宿本陣資料館、動植物公

園、地下資源館ほか
	料 金	 無料（別途、各施設入場料必要）
 問合せ	 二川宿本陣資料館（☎41・

8580）
			 　	61845

夢フェスティバル2019
見て体験して障害を理解しよう

①パン・小物販売や、②パラリンピック
競技の体験を行います。
	とき	 12/8㈰9:30～15:00
 ところ	 こども未来館「ここにこ」
 問合せ	 ①豊橋南ライオンズクラブ（☎

35・9640）、②障害福祉課（☎
51・2697）

			 　	32563

国登録有形文化財
建物特別公開と建物解説

	とき	 11/17㈰［公会堂］9:30、13:00
［民俗資料収蔵室］11:00、
14:00［下条取水場、大江川水
道橋］13:15［小鷹野浄水場、多
米配水場］15:00

	講 師	 あいちヘリテージマネージャー
ほか

 問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

下条取水場

史跡ウォーキング
普門寺ウォーク

紅葉を見ながら、境内跡を自由に巡り
ます。
	とき	 12/7㈯（雨天順延12/8㈰）

9:30～14:00
 その他	 集合は普門寺客殿前。参加賞あり
 問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

催し・講座
介護の仕事復帰支援プログラム

最近の介護の仕事を座学と実技で学
びます。
	とき	 12/10㈫、12/11㈬（全2回）

13:30～15:30
 ところ	 あいトピア
	申込み	 12/9㈪までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

施設職員のための
福祉レクリエーション入門講座

福祉の現場で使えるレクリエーション
などを学びます。
	とき	 来年1/8～2/12の水曜日（全6

回）18:30～20:30
 ところ	 あいトピア
	講 師	 福祉レクリエーションつくしほか
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 2,000円
	申込み	 12/26㈭までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）
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令和元年分年末調整等説明会

	とき	 11/15㈮10:00～11:50、
13:15～15:05

 ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 源泉徴収義務者
 問合せ	 豊橋税務署（☎52・6229）

消費税軽減税率制度等説明会

	とき	 11/15㈮15:20～16:00
 ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 個人・法人事業者
 問合せ	 豊橋税務署（☎52・6201※自

動音声案内「2」）

国際交流サロン
ブルガリアのクリスマス家庭料理

ブルガリアの伝統料理などを作ります。
	とき	 12/14㈯10:30～15:00
 ところ	 あいトピア
	講 師	 ヴァーニャ・ドルガノヴァさん

（ブルガリア出身）
	定 員	 24人（抽選）
	料 金	 1,200円
	申込み	 11/25㈪（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚1人）
で講座名、住所、氏名、年齢、
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）

とよはしの巨木・名木を見学しよう

普門寺のイロハモミジなどをバスと徒
歩で見学します。
	とき	 11/29㈮9:00～15:00（雨天

中止）
	定 員	 20人（抽選）
 その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
	申込み	 11/15㈮（必着）までに、はがき

（1枚2人まで）でイベント名、
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）

			 　	53487

とよはしまちなか
スロータウン映画祭

	とき	 来年1/19㈰～2/23㈰の土・日
曜日（2/9㈰を除く）

■リリーフランキー  シネマ＆トーク
	とき	 1/19㈰10:00～17:30
■映画「マッドマックス 怒りのデス・

ロード」絶叫爆音上映
	とき	 2/1㈯18:30～20:45
■映画「ボヘミアン・ラプソディ」
　絶唱上映
	とき	 2/15㈯18:30～21:00

［共通事項］
 ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」ほか
 その他	 上映作品など詳細は、とよはし

まちなかスロータウン映画祭
ホームページ参照

 チケット	 11/30㈯から穂の国とよはし
芸術劇場ほかで販売

 問合せ	 とよはしまちなかスロータウン
映画祭実行委員会事務局（☎
52・9980）、まちなか活性課
（☎55・8101）

小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■クリスマスにぴったり、
　アイシングクッキーづくり
	とき	 12/1㈰10:00～11:30
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 600円
	申込み	 11/20㈬までに東部地区市民

館（☎63・3810）
■正しいネット社会の歩み方
	とき	 12/8㈰10:00～11:30
	対 象	 小・中学生と保護者
	申込み	 11/19㈫までに牟呂地区市民館

（☎32・4615）
■関澤先生と遊ぼう！
　英語でハッピークリスマス
	とき	 12/14㈯10:00～11:30
	対 象	 小学1・2年生と保護者
	料 金	 200円
	申込み	 12/1㈰までに二川地区市民館

（☎41・0551）
■パン作りに挑戦
	とき	 12/15㈰10:00～12:00	
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 600円
	申込み	 11/22㈮までに羽根井地区市

民館（☎32・5050）
■ミニ門松作りに挑戦
	とき	 12/22㈰9:30～11:30
	対 象	 小学生と保護者
	料 金	 1,500円
	申込み	 11/30㈯までに五並地区市民

館（☎21・2729）
［共通事項］

 ところ	 各申込先
			 　	23387

ひとり親家庭の親や寡婦のための
調剤薬局事務講習

	とき	 来年2/1～3/14の土曜日（全7
回）10:00～15:40

 ところ	 中部コンピュータ・パティシエ・
保育専門学校

	定 員	 20人（抽選）
	料 金	 5,500円
	申込み	 11/1㈮～11/22㈮に直接、こ

ども家庭課（☎51・2320）
			 　	22797
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