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役立つ情報などをお届けします。
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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め

ます。

 とき 2/6㈯14:00～15:00

 対 象 18歳未満の方

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

手話体験講習会  手話ってなあに？

簡単な手話や聴覚障害について学び

ます。

 とき 3/13㈯14:00～16:00、3/14㈰

10:00～12:00

 ところ あいトピア

 定 員 各20人（申込順）

 申込み 2/1㈪～3/5㈮に豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

国際交流サロン

五大湖の都、シカゴ

シカゴの観光地や盛んなスポーツ、音

楽などを紹介します。

 とき 2/28㈰13:30～15:00

 ところ 国際協力市民サロン「Pal」

 講 師 スティーブン・キャーネル（豊橋

市国際交流員）

 定 員 20人（申込順）

 申込み 2/2㈫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）

経営者のための親族外承継セミナー

事業承継の課題や対策、必要な準備な

どを学びます。

 とき 3/9㈫14:00～15:30

 ところ 市役所東81会議室

 講 師 清水至亮さん（静岡県事業引継

ぎ支援センター統括責任者）

 定 員 30人（申込順）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」

での受講可

 申込み 3/2㈫までに申込書を商工業振

興課（☎51・2431 55・9090） 

※申込書は商工業振興課、ホー

ムページで配布

   81485

観光交流を行っている台湾台南市

に関する本を展示します

台南市の観光地やグルメなどに関する

本を紹介します。

 とき 2/2㈫～2/28㈰

 ところ 中央図書館

 問合せ 観光振興課（☎51・2430）

   81523

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を

します。

 とき 2/12㈮、3/11㈭13:30～15:00

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族

 申込み 随時、健康増進課（☎39・9145）

   6779

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、専門医か

らアドバイスを受けます。

 とき 3/17㈬13:00～15:30

 ところ あいトピア

 対 象 認知症の方の介護者で初参加

の方

 講 師 伊苅弘之さん（福祉村病院副院長）

 定 員 10人（申込順）

 申込み 3/10㈬までに住所、氏名、電話

番号を中央地域包括支援セン

ター（☎54・7170）

   24204

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 2/28㈰13:00～15:00

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住の小学生と家族

 定 員 10組（抽選）

 料 金 1人100円

 申込み 2/18㈭までに青少年センター

（☎46・8925）※ホームページ

からも申し込み可

   16908

催し・講座

明るい家庭づくり推進大会

小・中学生が「明るい家庭づくり」をテー

マにした作文・壁新聞を発表します。

 とき 2/13㈯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2/14㈰～

2/23㈷に、こども未来館で展示

 問合せ こども未来政策課（☎51・2325）

   60803

新型コロナウイルス感染症

事業所内での対策セミナー

職場で感染者が発生した場合の対応

方法などを学びます。

 とき ①2/18㈭②3/18㈭10:00～

12:00

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内の中小企業

 講 師 犬塚君雄さん（前豊橋市保健所長）

 定 員 各50人（申込順）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」

での受講可

 申込み ①は2/11㈭、②は3/11㈭まで

に申込書を商工業振興課（☎

51・2437 55・9090）※申込

書は商工業振興課、ホームペー

ジで配布。ホームページからも

申し込み可

   81320
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まちなか発見！

ウォーク＆トーク

まちなか図書館（仮称）周辺で活躍す

る人や場所を訪ね歩きます。

 とき 3/13㈯13:30～16:30

 定 員 20人（抽選）

 その他 集合・解散はプラット

 申込み 2/19㈮までに申込書を、まち

なか図書館開館準備室（☎21・

8181 31・4254）※申込書は

市役所じょうほうひろば、中央

図書館ほかで配布。ホームペー

ジからも申し込み可

   81467

生涯現役セミナー

■高齢期のライフプラン

 とき 2/20㈯13:00～15:00

 講 師 有田恵子さん（有田労務管理事

務所）

 申込み 2/15㈪までに長寿介護課（☎

51・2330）

■これからの働き方と生涯設計

 とき 3/13㈯13:00～15:00

 講 師 山下智章さん（山下労務管理事

務所）

 申込み 3/8㈪までに長寿介護課（☎

51・2330）

［共通事項］

 ところ 市役所東85・86会議室

 対 象 55歳以上の方

 定 員 各40人（申込順）

   70464

天下の奇祭 鬼祭

今年は祭礼従事者のみで執り行います

 とき 2/10㈬9:00～12:00、2/11㈷

8:00～18:00

 ところ 安久美神戸神明社

 その他 祭礼中の参拝不可。タンキリ飴

は200円で販売中（祭礼中を除

く。なくなり次第終了）

 問合せ 安久美神戸神明社（☎52・5257）、

観光振興課（☎51・2430）

   8083

大好きなあなたへ！

ハートバルーンをつくろう

 とき 2/6㈯、2/7㈰10:00～11:30 

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 定 員 各20人（先着順）

 料 金 各50円

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

ビジネスパーソンなら知っておきたい

女性活躍とジェンダー

性別にとらわれない働き方や考え方に

ついて講演します。

 とき 3/10㈬10:00～11:30

 講 師 治部れんげさん（ジャーナリスト）

 定 員 50人（申込順）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」 

での受講。MUSASHi Innovation  

Lab CLUEで視聴可

 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

   66387

社会人講座 ①使える書道

②役立つパソコン（初心者向け）

 とき 4月～来年2月（8月を除く）の第

2・4 土曜日（各全19回）10:00～

11:30

 ところ 豊橋高校

 対 象 市内在住の方

 定 員 各20人（抽選）

 料 金 各3,000円

 申込み 2/12㈮（必着）までに返信先明記

の往復はがき（1枚で1人1講座）

で希望番号、住所、氏名、年齢、

電話番号を豊橋高校（〒440-

0068東郷町43-1☎62・0278）

   71461

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 2/27㈯14:00～16:00

 ところ あいトピア

 定 員 30人（申込順）

 申込み 2/1㈪～2/26㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

地球に優しいお買い物講座

環境に優しい買い物の方法を学び、エ

コバッグを作ります。

 とき 2/28㈰15:00～16:00

 ところ 交通児童館

 対 象 小学生

 講 師 ユニー㈱

 定 員 12人（申込順）

 申込み 2/2㈫から直接、交通児童館

（☎61・5818）

洋裁初心者を対象に！

おしゃれで便利なエコバッグづくり

リトアニアのリネンを使ったエコバッ

グを作ります。

 とき 2/24㈬13:00～16:00、2/28㈰

13:00～16:00

 ところ ALINA KUKKA

 講 師 村上ちづさん（洋裁講師）

 定 員 各5人（申込順）

 料 金 各2,000円

 その他 プレゼント（オーガニックスープ）

あり

 申込み 2/3㈬から氏名、電話番号を

豊橋市国際交流協会（☎55・

3671 tia@tia.aichi.jp）
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