
四季の行事教室 
ひなまつりのつどい

ひな人形の工作などを楽しみます。
	とき	 3/1㈰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	 2/1㈯から青少年センター（☎

46・8925）
			 	 16908

とよはし歴史探訪 考古学セミナー
令和元年度発掘成果報告

坂津寺貝塚や境松遺跡などの発掘調
査成果を報告します。
	とき	 2/15㈯14:00～16:00
 ところ	 カリオンビル
	講 師	 文化財センター学芸員ほか
	定 員	 99人（先着順）
	料 金	 100円
 問合せ	 文化財センター（☎56･6060）

農家 DE 寺子屋 NEO

従業員への褒め方や、しかり方などを
学びます。
	とき	 3/2㈪、3/9㈪（全2回）18:00～

20:30
 ところ	 市役所東85会議室
	対 象	 農業者
	講 師	 大林伸安さん（㈱ノビテク代表

取締役）
	定 員	 25人（申込順）
 申込み	 2/3㈪～2/25㈫に住所、氏名、

生年月日、電話番号、就農年
数、作目を農業企画課（☎51・
2458）

			 	 70396

イルミネーションファイナルイベント
星空の音楽会

	とき	 2/14㈮18:00（雨天中止）
 ところ	 豊橋駅東口駅前広場サークル

プラザ
	出 演	 ええじゃないか豊橋伝

で ん ぱ

播隊
D
ド ゥ イ ー

OEE、愛知大学アカペラサー
クルVMC2ほか

	その他	 先着500人にチョコレートをプ
レゼント

 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
			 	 70721

私らしく生きるヒントをくれる女性

女性の活躍に必要な考え方について
学びます。
	とき	 3/7㈯、3/14㈯（全2回）10:30～

12:00
 ところ	 男女共同参画センター「パルモ」
	講 師	 中島美幸さん（愛知淑徳大学

講師）
	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150円
必要）

 申込み	 2/26㈬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	

			 	 70657

手話体験講習会
手話ってなあに？

手話表現や聴覚障害について学びます。
	とき	 3/14㈯13:30～15:30、3/15㈰

10:00～12:00
 ところ	 あいトピア
	定 員	 各30人（申込順）
 申込み	 2/1㈯～3/6㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

催し・講座
家族で消防士採用ガイダンスを
受けよう

試験の説明や、訓練・施設の見学、消防
士との座談会を行います。
	とき	 3/14㈯12:30～16:30
 ところ	 中消防署
	対 象	 平成4年4月2日～平成15年4

月1日に生まれた方と家族
	定 員	 80人（申込順）
 申込み	 随時、Eメールでイベント名、氏

名、生年月日、性別、電話番号、
参加人数を消防本部総務課（☎
51・3105	 shobo-somu@
city.toyohashi.lg.jp）

			 	 52847

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ 
Hot&Spicy Festival

香辛料の効いた唐揚げやチリドッグな
どを販売します。
	とき	 2/23㈷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）
			 	 70706

明るい家庭づくり推進大会

「明るい家庭づくり」をテーマに小・中
学生が作文・壁新聞を発表します。
	とき	 2/2㈰13:30
 ところ	 公会堂
	定 員	 400人（先着順）
	その他	 壁新聞の優秀作品は2/3㈪～

2/11㈷に、こども未来館で展示
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・

2325）
			 	 60803
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TBSテレビドラマディレクター
福澤克雄監督講演会

「ドラマ制作から見た人づくり」をテー
マにした講演会です。
	とき	 2/13㈭14:30～16:30
 ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	定 員	 200人（申込順）
 申込み	 2/10㈪までに社会人キャリア

アップ連携協議会ホームペー
ジで必要事項を入力

 問合せ	 産業政策課（☎51・2436）
			 	 62967

神田ふれあいセンター交流
設楽町体験バスツアー

そば打ちなどの体験を通して地元の方
と交流します。
	とき	 3/15㈰8:45～17:00
 ところ	 神田ふれあいセンター（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・解散は市役所東館正面

玄関前
 申込み	 2/18㈫までに生涯学習課（☎

51・2851）	
			 	 5270

みんなで認知症を理解しよう
認知症サポーター講座

認知症を知り、認知症の方や家族を支
える方法を学びます。
	とき	 2/29㈯10:00～11:00
 ところ	 大清水地域福祉センター
	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	 2/21㈮までに住所、氏名、電話

番号を豊橋市南部地域包括支
援センター（☎25・7100）

			 	 6412

ひなまつり企画
ひな²コロン

トイレットペーパーの芯を使って、おき
あがりこぼしのひな人形を作ります。
	とき	 2/29㈯、3/1㈰9:00～16:30	
 ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方
	定 員	 各25人（先着順）	
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

バレンタインデー企画
LOVEスタンド

メッセージ付きのメモスタンドを作り
ます。
	とき	 2/11㈷9:00～16:30
 ところ	 交通児童館
	対 象	 18歳未満の方
	定 員	 30人（先着順）
 問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

国際交流サロン
My ハワイを見つけよう!

ハワイと日本の共通点、移民の歴史や
文化などを紹介します。
	とき	 2/22㈯13:30～15:00
 ところ	 国際協力市民サロン「Pal」
	講 師	 ジェイク・ヤスモリさん（ハワイ

州出身）
	定 員	 40人（申込順）
 申込み	 2/3㈪10:00から氏名、電話番

号を豊橋市国際交流協会（☎
55・3671	 tia@tia.aichi.jp）

若者就職サポート塾 in 豊橋

職業適性診断や履歴書などの添削、職
業相談会を行います。
	とき	 2/14㈮13:00～17:00、3/9㈪

10:00～16:00
 ところ	 ロワジールホテル豊橋
	対 象	 おおむね45歳未満の求職者、

家族
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
			 	 19300

おもちゃ図書館講習会

知育玩具の選び方や与え方などを学
びます。
	とき	 3/7㈯13:30～15:00
 ところ	 あいトピア
	定 員	 30人（申込順）
	講 師	 和田晶子さん（日本知育玩具協

会認定講師）
 申込み	 3/1㈰までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

アイプラザ豊橋フェスティバル

ダンスのステージショーや書道・絵画
の作品展示などを行います。
	とき	 2/23㈷10:00～16:00
 問合せ	 アイプラザ豊橋（☎46・7181）
			 	 23387

ボランティア はじめの一歩セミナー

ボランティア団体の紹介や活動者との
面談を行います。
	とき	 3/1㈰14:00～16:00
 ところ	 あいトピア
	定 員	 50人（申込順）
 申込み	 2/1㈯～2/29㈯に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）
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