合同企業説明会
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、就

青年講座 夏
HIP HOP ダンス
とき

職相談会を行います。
とき

6/24㈭13：00～17：00

ところ ロワジールホテル豊橋

家族
19300

はじめようオンライン講座

8/14を除く）
19：30～21：00
ところ 青少年センター
対 象 市内在住・在学・在勤の18歳以

上の方

対 象 おおむね44歳以下の求職者、
問合せ 商工業振興課
（☎51・2435）

7/17～8/28の土曜日
（全6回。

催し・講座

定 員 20人
（抽選）
料 金 1,200円
申込み 6/17㈭～7/1㈭に青少年セン

ター
（☎46・8925）
※青少年セ

オンライン講座を受講するために必要
な知識を学びます。
6/19㈯10：00～12：00

とき

ところ 青少年センター
定 員 10人
（抽選）
料 金 200円
持ち物 パソコン、スマートフォン、タブ

ンターホームページからも申し
込み可

レットのいずれか
申込み 6/11㈮までに青少年センター

（☎ 46・8925）※ 青 少 年 セン
ターホームページからも申し込
み可

家庭教育セミナー
■楽しいパンづくり
親子の絆を深めます
と よ が わ

とき

7/10㈯10：00～11：30

ジオツアー 豊川の石はどこから？

ところ 前芝校区市民館
料 金 1人600円
申込み 7/2 ㈮までに生 涯 学 習 課（☎

51・2848）

■楽しいポスターづくり
とき

7/18㈰9：30～11：30

ところ 羽根井地区市民館
料 金 1組100円
申込み 7/1㈭までに羽根井地区市民館

（☎32・5050）

■JR豊橋駅 親子探検隊
駅員さんを体験してみよう!
とき

7/31㈯10：00～11：30

ところ 豊橋駅
申込み 7/2㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）

［共通事項］
対 象 小学生と保護者

23387

河原の石の観察方法などを学びます。
とき

7/24㈯9：00～16：30
（雨天順

東三河広域連合 介護入門講座

延7/25㈰）
ところ 新城市ほか
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 8/8㈷に開催するジオツアー

ワークショップへの参加が必要。
集合・解散は総合動植物公園
※バス使用
申込み 7/8㈭
（必着）
までに返信先明

記の往復はがきで行事名、参
加者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号を自然史博物館
（〒4413147大岩町字大穴1-238☎

介護の初歩的な知識や技術などを学び
ます。
とき

7/3㈯､ 7/9㈮、7/16㈮、7/30㈮、
8/6㈮
（全5回）
10：00～15：00

ところ 田原福祉グローバル専門学校

（田原市田原町）
対 象 東三河地域在住・在勤で、介護

職に就いていない方
定 員 50人
（申込順）
申込み 6/25㈮までに田原福祉グロー

バ ル 専 門 学 校（☎ 0531・22・
3939）
問合せ 東三河広域連合介護保険課
（☎

26・8473）

41・4747）

18

家具等再生品展示・販売会

中高生おすすめプログラム
中高生美肌レッスン

認知症座談会

ところ 資源化センター

思春期の肌の変化や正しい洗顔方法を

らアドバイスを受けます。

その他 大型家具は入札で購入者を決

学びます。

とき

7/10㈯～7/15㈭9：30～16：00

定し、後日落札者本人が運搬。
中型・小型家具は即売、当日持
ち帰り。販売する再生品はホー
ムページで閲覧可
問合せ 収集業務課
（☎61・4136）

9259

介護の悩みなどを話し合い、専門医か

とき

6/25㈮15：00～16：30

ところ 交通児童館

とき

7/15㈭13：00～15：30

ところ つつじが丘地域福祉センター
対 象 認知症の方の介護者で初参加

の方

対 象 中学生・高校生
講 師 東三河ヤクルト販売㈱

講 師 伊苅弘之さん
（福祉村病院副院長）

定 員 10人
（申込順）

定 員 10人
（申込順）

その他 プレゼント
（スキンケア用品）
あり

申込み 7/8㈭までに住所、氏名、電話

申込み 6/1㈫から直接、交通児童館
（☎

番号を東部地域包括支援セン
ター
（☎64・6666）

61・5818）

小鷹野浄水場、多米配水場、
下条取水場を一般公開します

24204

子育てお悩み解決塾
国の登録有形文化財に指定されている
施設の見学ができます。
とき

6/1㈫～6/7㈪9：00～16：00

その他 下条取水場の見学は前日まで

■大学教授から学ぶ思春期における
対人関係の発達と心の健康
とき

7/3㈯13：30～15：00

に申し込みが必要。申込方法な

ところ アイプラザ豊橋

ど詳細はホームページ参照

その他 小学生対象の木工教室を同時

開催
（500円必要）

問合せ 浄水課
（☎61・8761）

76099

テイクアウトマルシェ
ベジフルフェア

申込み 6/25㈮までに生涯学習課
（☎

夏野菜カレーやピーチケーキなどを購
入できます。
とき

6/27㈰10：00～16：00
（荒天中止）

ところ 豊橋駅南口駅前広場
問合せ まちなか活性課
（☎55・8101）

51・2848）

83259

■インターネットの闇・SNSのトラブル・

わくわく体験講座
ポスター教室

犯罪から子どもを守るには
とき

7/17㈯13：30～15：00

ところ アイプラザ豊橋
とき

7/22㈷、7/23㈷①10：00～12：00

その他 小学生対象の工作教室を同時

開催
（500円必要）

②13：30～15：30、7/24㈯、7/25㈰
③10：00～12：00④13：30～15：30

申込み 7/9 ㈮までに生 涯 学 習 課（☎

51・2848）

（各全2回）
ところ 青少年センター
対 象 市内在住の①③小学1～3年生

②④小学4～6年生

■やる気を出させる
上手な叱り方と適切なフォロー
とき

8/1㈰10：00～11：30

定 員 各15人
（抽選）

ところ 南陽地区市民館

料 金 各200円

その他 小学生対象のおやつ作り教室

申込み 6/22㈫～7/6㈫に青少年セン

ター
（☎46・8925）
※青少年セ
ンターホームページからも申し
込み可

を同時開催
（500円必要）
申込み 7/11㈰までに南陽地区市民館

（☎48・6576）

［共通事項］
対 象 小学生の保護者

23387
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地域のおこまり解決講座
■資源化センターを見学し、ごみの
行方について知る
とき

7/9㈮13：30～15：00

ところ 資源化センター
申込み 6/25㈮までに五並地区市民館

（☎21・2729）
23387

