
秋の汐川干潟自然観察会

干潟で見られる野鳥などの生き物を観

察します。

 とき 10/3㈯10:00～12:00

 対 象 どなたでも（中学生以下は保護

者同伴）

 定 員 50人（抽選）

 申込み 9/1㈫～9/15㈫に代表者の

郵便番号・住所・氏名・電話番

号、参加者全員の氏名（ふり

がな）・年齢を田原市環境政

策課（〒441-3492住所不要

☎0531・23・3541 0531・

23・1832 kankyo@city.

tahara.aichi.jp）

 問合せ 田原市環境政策課、環境保全課

（☎51・2385）

   20255

葦毛湿原再生フォーラム

湧水湿地の最新の研究成果を紹介し

ます。

 とき 10/3㈯13:30～16:30

 ところ カリオンビル

 講 師 富田啓介さん（愛知学院大学

教養部准教授）

 定 員 39人（抽選）

 申込み 9/23㈬（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚4人ま

で）で参加者全員の住所・氏

名・電話番号を文化財センター

（〒440-0897松葉町3-1☎

56・6060）

豊橋文化祭 開会式典

地域文化振興活動功労者などの表彰

式や記念コンサートを行います。

 とき 9/26㈯14:00

 ところ 市民文化会館

 定 員 150人（先着順）※9/1㈫から

市民文化会館、穂の国とよはし

芸術劇場、「文化のまち」づくり

課で配布する整理券が必要

 問合せ (公財）豊橋文化振興財団（☎

39・5211）、「文化のまち」づく

り課（☎51・2874）

   77171

恋する婚活パーティー

 とき 10/11㈰14:00～17:00

 ところ 駒屋

 対 象 東三河地域に在住・在勤で20～

39歳の独身女性（市内在住・在

勤の方優先）

 講 師 松尾篤さん（婚活アドバイザー）

 定 員 25人（抽選）

 料 金 1,500円

 申込み 9/18㈮までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ こども未 来 政 策 課（ ☎ 5 1・

2325）

   47955

点訳ボランティア養成講座

視覚障害者へ情報を伝達する方法と

点字を学びます。

 とき 10/11～来年2/7の日曜日

（ 1 2 / 2 0 ㈰、1 / 3 ㈰を除く）

19:00～20:30、10/21～2/10

の水曜日（12/30㈬を除く）

10:30～12:00（各全16回）

 ところ あいトピア

 講 師 点工房

 定 員 各10人（申込順）

 料 金 各2,000円

 申込み 9/1㈫～10/2㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

女性の再就職支援セミナー

WEB面接のコツやビジネスメイクなど

を学びます。

 とき 10/23㈮、11/5㈭、11/13㈮、

11/19㈭、11/27㈮（全5回）

10:00～12:00

 ところ 男女共同参画センター「パルモ」

 講 師 佐藤由美さん（パーソナルスタ

イリスト）ほか

 定 員 25人（抽選）

 その他 1日のみの参加可。 6か月～6

歳児の託児あり（予約制）

 申込み 各日の4日前までに㈱トラスト

（ 0800・111・3140）※ホー

ムページからも申し込み可

   72678

催し・講座

子育てお悩み解決塾

■整理収納アドバイザーから学ぶ

　子育て中でも片付けられるコツ

 とき 9/26㈯13:30～15:00

 ところ アイプラザ豊橋

 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 9/18㈮までに生涯学習課（☎

51・2848）

■我が子の性教育

　子どもとの接し方 家庭でどう話す？

 とき 10/4㈰10:00～12:00

 ところ 北部地区市民館

 その他 小学生対象の木工教室を同時

開催（500円必要）

 申込み 9/20㈰までに北部地区市民館

（☎53・4212）

■反抗期の乗り越え方 作家の

　日原いずみさん親子によるトーク

 とき 10/10㈯13:30～15:00

 ところ アイプラザ豊橋

 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 10/2㈮までに生涯学習課（☎

51・2848）

［共通事項］

 対 象 小学生の保護者

   23387

消化器系難病患者・家族のつどい

腸に炎症を起こす病気の最新治療な

どを学びます。

 とき 10/18㈰13:30～14:45

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 潰瘍性大腸炎やクローン病と

診断された方と家族、支援者

 講 師 服部峻（市民病院消化器内科

医長）

 定 員 35人（申込順）

 その他 終了後、個別医療相談あり（定

員5人。申込順）

 申込み 10/14㈬までに電話で健康増

進課（☎39・9140）

   6770
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令和2年度 民営児童クラブ

利用料を助成します

 対 象 次のいずれかに該当する方①生 

活保護世帯②市民税非課税か

つ児童扶養手当などを受給する

母子父子世帯③兄弟姉妹で児

童クラブを利用している世帯

 申 請 9/16㈬～9/30㈬に直接、申

請書を、こども家庭課※申請書

は、こども家庭課、各民営児童

クラブで配布

 問合せ こども家庭課（☎ 51・2856）、

各民営児童クラブ

   68872

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

特認校制度による転入学希望者

地域密着の伝統行事体験など特色あ

る教育を行う、下条・賀茂・嵩山小学校

への転入学希望者を募集します。

 対 象 次の全てに該当する方①学校

の教育方針に賛同できる②1年

以上通学できる③保護者の責

任のもとで登下校できる

 その他 希望校での面談が必要

 申込み 事前に希望校を見学し、10/30㈮ 

までに学 校 教 育 課（ ☎ 5 1・

2817）

   8963

市営住宅の入居者（9月分）

 入居日 11/1㈰

 対 象 原則、次の全てを満たす方①市

内在住・在勤②持家がなく住宅

に困っている③収入基準以下

④暴力団員でない⑤市営住宅

に係る未納の家賃などがない

 その他 選考方法はポイント制

 申込み 9/1㈫～9/10㈭に申込書など

を豊橋市営住宅管理センター

（☎57・1006）※申込書など

は9/1㈫から豊橋市営住宅管

理センター、住宅課で配布

   14208

市長選挙の立候補予定者説明会

立候補の手続きや選挙運動などにつ

いて説明します。

 とき 9/26㈯13:30

 ところ 市役所東B11会議室

 対 象 11/8㈰に行う市長選挙に立候

補予定の方

 問合せ 選挙管理委員会（☎51・2960）

   45096

動物の愛護と適正な

飼い方について学ぼう！

保護した犬・猫を譲り受ける登録や犬・

猫との触れ合いを行います。

 とき 9/22㈷9:00～12:00

 ところ 保健所・保健センター

 問合せ 生活衛生課（☎39・9127）

   51264

肢体不自由者ガイドヘルプ

ボランティア講習会

肢体不自由者の外出を援助する際の

介助方法を学びます。

 とき 10/10㈯、10/11㈰（全2回）

10:00～15:30

 ところ あいトピア

 定 員 10人（申込順）

 料 金 500円

 申込み 9/1㈫～10/1㈭に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

支 援

森林所有者が除・間伐を行う場合に

補助金を交付します

 対 象 市内にスギ・ヒノキの人工林を

所有し、今年度中に除・間伐を

行う市内在住の方

 補助額 10アールあたり10,000円

 その他 1施行地10アール以上（台帳面

積による）の森林で除間伐率

10%以上の条件あり

 問合せ 農業支援課（☎51・2475 

56・5130）

   44711

知っトク！豊橋ゼミナール

■豊橋「エール」のこぼれ話

　ドラマ誘致や撮影の舞台裏

 とき 10/3㈯、10/17㈯、10/24㈯

（全3回）10:00～11:30

 申込み 9/17㈭までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）

■豊橋産フルーツがスイーツに変身

 とき 10/4㈰、10/18㈰、11/22㈰

（全3回）10:00～11:30

 対 象 小学生と保護者

 料 金 1組2,000円

 申込み 9/18㈮までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）

■岩屋緑地はおもしろい！

　遺跡から生物、プラネタリウムまで

 とき 10/10㈯、10/24㈯、11/7㈯

（全3回）13:30～15:00

 申込み 9/18㈮までに東部地区市民館

（☎63・3810）

■羽田文庫と幕末から明治時代

 とき 11/3㈷10:00～12:00、11/12㈭

13:30～15:00、11/19㈭

10:00～12:00（全3回）

 ところ 羽根井地区市民館、羽田八幡

宮、中央図書館

 申込み 9/27㈰までに羽根井地区市民

館（☎32・5050）

■吉田城と仁連木城・全久院

　その関連性と人物・役割について学ぶ

 とき 11/18～12/9の水曜日（全4

回）13:00～15:00

 ところ 青陵地区市民館、吉田城、仁連

木城ほか

 申込み 10/31㈯までに青陵地区市民館

（☎61・9285）

［共通事項］

 ところ 明記していないものは各申込先

    23387

敬老の日企画 まごのて

手形とメッセージを添えた贈り物を作

ります。

 とき 9/21㈷9:00～16:30 

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 定 員 20人（先着順）

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）
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