
会社の未来をつくる
中小企業者向け事業承継セミナー

	とき	 3/11㈬14:00～16:30
 ところ	 市役所東121会議室
	講 師	 佐原啓泰さん（㈱経営支援パー

トナー代表取締役）
	定 員	 50人（申込順）
 申込み	 3/10㈫までに申込書を商工

業振興課（☎51・2432	 55・
9090）※申込書は商工業振興
課、ホームページで配布　

	 	 	 63505

まちなかピクニック
可愛い＆美味しいもの大集合！

旬の食材を使ったグルメや手作り雑貨
などを購入できます。
	とき	 3/8㈰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）
	 	 	 70977

令和2年度くすのき補助金
提案企画の公開プレゼンテーション

	とき	 3/24㈫10:00～12:00
 ところ	 市役所講堂
	定 員	 50人（先着順）
 その他	 参加団体など詳細はホーム

ページ参照
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 	 71052

保護した犬・猫の
家族さがし登録会

飼い方などの講習後、保護した犬・猫
を譲り受ける登録をします。
	とき	 3/14㈯10:30～12:00（受け付

けは10:00～10:30）
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 犬・猫の飼育が可能な家に居

住する方
 その他	 譲渡後、不妊去勢手術をするな

ど登録に条件あり
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 	 	 7900

ジオツアー③ 東三河の土台！
秩父帯の岩石をみる！

1億年前の弓張山地や渥美半島などを
地層から学びます。
	とき	 3/28㈯9:00～16:00
 ところ	 表浜海岸ほか
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）
	講 師	 自然史博物館学芸員
	定 員	 20人（抽選）
 その他	 集合・解散は総合動植物公園

※バス使用
 申込み	 3/2㈪～3/12㈭（必着）に返信

先明記の往復はがきでイベント
名、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

催し・講座
地区市民館PRポスターを
展示します

各市民館の催しや講座のようすを紹介
します。
	とき	 ①3/23㈪～3/27㈮②4/27㈪～

5/6㉁
 ところ	 ①市役所市民ギャラリー②こ

ども未来館「ここにこ」
	問合せ	 生涯学習課（☎51・2850）
	 	 	 63653

ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
春のいちごFAIR

採れたてのイチゴやスイーツを楽しめ
ます。
	とき	 3/29㈰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）
	 	 	 71101

カリオン文化祭

施設利用者による芸術・文化作品など
を展示します。
	とき	 3/10㈫～3/15㈰10:00～

15:00
 ところ	 カリオンビル
 その他	 最終日10:00～12:00に音楽ス

テージ、12:00～15:00に飲み
物などの販売あり

	問合せ	 カリオンビル（☎56・5141）
	 	 	 10254
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手話入門・基礎講習会

日常会話レベルの手話を学びます。
	とき	 4/11～来年3/13の土曜日

（7/25、8/15、10/17、1/2を
除く。全45回）18:30～20:30

 ところ	 あいトピア
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 3,500円
 申込み	 3/1㈰～3/21㈯に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345）
	 	 	 23451

支 援
令和2年度就学援助制度の
申請を受け付けます

市立小・中学校への就学にあたり、給
食・学用品費などを援助します。
	対 象	 3人世帯で合計所得が2,773,000

円以下などの基準を満たす方
	その他	 認定基準など詳細はホーム

ページ参照
 申 請	 3/2㈪～3/6㈮8:30～17:00、

3/7㈯、3/8㈰9:00～12:00に
直接、印鑑、振込先の預金通帳
（保護者名義）、平成31年1月
1日時点で本市に住民登録が
ない方は世帯全員の令和元年
度（平成30年分）の所得証明書
を市役所講堂※3/9㈪以降は
学校教育課で受け付け

 問合せ	 学校教育課（☎51・2825）
	 	 	 21988

さくらピア企画
春休みお楽しみ映画会

貸し切りで「2分の1の魔法（吹き替
え）」を観賞します。
	とき	 3/26㈭10:00～12:00
 ところ	 ユナイテッド・シネマ豊橋18
	対 象	 障害者手帳を所持する小学生～

高校生と家族、付添者
	定 員	 100人（申込順）
	料 金	 500円
 申込み	 3/3㈫～3/25㈬に直接、料金

を、さくらピア（☎53・3153	
53・3200）

	 	 	 32402

国際交流サロン 
野生動物だけじゃない本当のケニア

ケニアの文化や音楽について紹介します。
	とき	 3/22㈰13:30～15:00
 ところ	 国際協力市民サロン「Pal」
	講 師	 ムタヒ・フェイス・ジョキさん

（ケニア出身）
	定 員	 40人（申込順）
 申込み	 3/3㈫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）

市民スポーツ祭
豊橋自然歩道ハイキング会

神石山の豊橋自然歩道約8㎞を歩きます。
	とき	 4/5㈰9:30～15:00
	対 象	 市内在住の小学3年生以上（小

学生は保護者同伴）
	定 員	 50人（申込順）
 その他	 集合・解散は葦毛湿原
 申込み	 3/5㈭～3/29㈰に豊橋市体育

協会（☎63・3031）
	 	 	 71994

さくらピア企画
のんほいパークへ行こう

ウサギやモルモットとの触れ合いなど
を楽しめます。
	とき	 3/31㈫11:00～12:30（雨天

中止）
	対 象	 障害者手帳を所持する小学生～

高校生と家族、付添者
	定 員	 20組（申込順）
 その他	 集合は総合動植物公園。手話

通訳・要約筆記などあり
 申込み	 3/3㈫9:00から、さくらピア（☎

53・3153	 53・3200）
	 	 	 32402

看護学生インターンシップ

臨床現場の見学や、病棟での看護補助
などを行います。
	とき	 3/9㈪～3/19㈭9:00～15:30
 ところ	 市民病院
	対 象	 来年3月または令和5年3月に

看護専門学校などを卒業見込
みの方

	定 員	 各5人程度（申込順）
 申込み	 希望日の7日前までに市民病院

ホームページで必要事項を入力
	問合せ	 市民病院看護局管理科（☎33・

6289）

看護局
鈴木	萌

現場の雰囲気をぜひ、見て、
聞いて感じてください！
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