
丸山薫研究会講演会
岩根沢の丸山薫

	とき	 11/30㈯10:30
 ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	講 師	 冨長覚梁さん（丸山薫賞運営委

員会会長）
	定 員	 50人（先着順）
 問合せ	 	「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
			 　	23353

丸山薫

支え合い活動等支援講座

福祉レクリエーションの実践方法と介
護予防について学びます。
	とき	 11/29㈮13:30～16:00
 ところ	 あいトピア
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 11/22㈮までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

令和2年3月新規高卒者
合同企業説明会 in 豊橋

	とき	 12/2㈪、12/3㈫13:00～15:30
 ところ	 市役所講堂
	対 象	 令和2年3月に卒業予定で就職

未内定の高校生
 その他	 参加企業は豊橋・田原市内の

15企業程度。職業適性診断、就
職相談コーナーなどあり

 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
			 　	19300

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
果物たっぷりスイーツ特集

果物を使ったパフェやロールケーキな
どを販売します。
	とき	 11/24㈰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）
			 　	69593

農家 DE 寺子屋 農業簿記講習会

	とき	 12/9㈪、12/16㈪（全2回）
13:30～16:00

 ところ	 市役所東201会議室
	対 象	 農業者
	講 師	 安形京子さん（安形税務会計

事務所）
	申込み	 11/1㈮～12/2㈪に農業企画課

（☎51・2458）
			 　	69675

とよはし歴史座
東海地方と水中の文化遺産

豊
とよがわ

川や静岡県初島沖などに眠る遺跡
について学びます。
	とき	 11/16㈯13:30～16:30
 ところ	 カリオンビル
	講 師	 小野林太郎さん（国立民族学

博物館准教授）
	定 員	 99人（先着順）
 問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

催し・講座
朝倉川植樹メンテナンス大会

川沿いの樹木の下枝切りや除草、清掃
などを行います。
	とき	 11/9㈯9:30～12:00（荒天

中止）
 ところ	 朝倉川（寺門橋－多米橋）
 その他	 集合は多米公園グラウンド
	申込み	 1 1 / 8㈮までに朝倉川育水

フォーラム	 小林（☎080・
6923・5257）

 問合せ	 河川課（☎51・2535）
			 　	69632

つつじ健康の道 市民ハイキング

向山緑地や幸公園など10kmのコース
を歩きます。
	とき	 11/24㈰9:30～14:00（小雨

決行）
	定 員	 300人（申込順）
	料 金	 200円
 その他	 集合・解散は豊橋公園芝生広場
	申込み	 11/17㈰17:00までに住所、氏

名、年齢を豊橋市体育協会（☎
63・3031）

			 　	69724

都市計画道路の変更や
廃止に関する説明会

	とき	 ①11/29㈮19:00②12/1㈰
10:00

 ところ	 市役所講堂
	定 員	 各100人（先着順）
 その他	 変更箇所など詳細はホーム

ページ参照
 問合せ	 都市計画課（☎51・2384）
			 　	70022
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支 援
UIJターン就業奨励金を
ご利用ください

首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈
川県）からのUIJターン就業者を正規
に雇い入れた事業者に、奨励金を支給
します。
	対 象	 市内に本店を有する中小事業

者・企業団体
	補助額	 1人10万円（1事業者につき年

度内10人まで）
	申 請	 正規雇用開始後6か月～1年に

申込書を商工業振興課（☎51・
2437）※申込書などは商工業
振興課、ホームページで配布

			 　	38942

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

歯科衛生士から口腔ケアの方法を学
び、参加者同士で交流会を行います。
	とき	 11/15㈮10:00～11:30
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊

せきずい

髄小脳変
性症などの神経系難病の方と
家族

 申込み	 11/14㈭までに健康増進課（☎
39・9140）

			 　	6770

とよはし歴史探訪 
戦争遺跡を学ぶ

	とき	 12/14㈯10:00～16:00
 ところ	 機雷封鎖監視所、外浜観測所

（田原市日出町）ほか
	講 師	 伊藤厚史さん（名古屋市教育

委員会学芸員）
	定 員	 25人（抽選）
	料 金	 500円
	その他	 集合・解散は文化財センター	

※バス使用
	申込み	 11/15㈮（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚2人ま
で）で講座名、参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を文
化財センター（〒440-0897松
葉町三丁目1☎56・6060）

外浜観測所

ごみはどこに行くの？
ごみ処理施設見学会

バイオマス利活用センターなどを見学
します。
	とき	 11/21㈭13:00～17:00
	対 象	 市内在住の方（小学生以下は

保護者同伴）
	定 員	 25人（申込順）
 その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前※バス使用
	申込み	 11/1㈮から環境政策課（☎

51・2417）
			 　	69718

四季の行事教室
クリスマスのつどい

クリスマス飾りの工作などを楽しみます。
	とき	 12/8㈰13:00～15:00
 ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の小学生以下と家族
	定 員	 50人（申込順）
	料 金	 200円
	申込み	 11/1㈮から青少年センター

（☎46・8925）
			 　	16908

交通児童館 わっぱのへや

折り紙や絵本の読み聞かせを楽しみ
ます。
	とき	 11/30㈯14:00～15:00
	対 象	 18歳未満の方
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

2019家政文化祭

生徒の作品展示・販売、お茶席などを
楽しめます。
	とき	 11/9㈯9:30～14:30
 ところ	 家政高等専修学校
 問合せ	 家政高等専修学校（☎23・

0127）
			 　	70111
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