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ポスターでみる宇宙SF映画の世界展

宇宙をテーマにした映画資料約800点

を展示します。

 とき 8/13㈮～8/22㈰

 ところ 市民文化会館

 その他 8/15㈰、8/21㈯14:00にギャ

ラリートークを開催

 問合せ 市民文化会館（☎61・5111）

交通児童館 わっぱのへや

折り紙や絵本の読み聞かせなどを楽し

めます。

 とき 8/7㈯14:00～15:00

 対 象 1８歳未満の方

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

子育てお悩み解決塾

■月刊ママゴンのかおりん先生に聞こう

　子育てに必要なこと

 とき 10/2㈯10:00～11:30

 ところ 豊城地区市民館

 対 象 小・中学生の保護者

 その他 小学生対象の工作教室を同時

開催（100円必要）

 申込み 9/3㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）

   23387

家庭教育セミナー

■楽しくコチョウランの寄せ植えを

　体験をしよう!

 とき 9/11㈯10:00～11:30

 対 象 小・中学生と保護者

 料 金 1人1,500円から

 申込み 8/19㈭までに五並地区市民館 

（☎21・2729）

■親子 de エール

　ちくわ作りにチャレンジ

 とき 9/12㈰9:30～12:00

 対 象 小学3年～中学1年生と保護者

 申込み 8/20㈮までに青陵地区市民館

（☎61・9285）

［共通事項］

 ところ 各申込先

   23387

地域のおこまり解決講座

■昔の南稜にタイムスリップ

 とき 9/5～9/26の日曜日（全4回）

13:30～15:00

 ところ 南稜地区市民館

 対 象 中学生以上

 申込み 8/25㈬までに南稜地区市民館

（☎26・0010）

   23387

青年講座 フラダンス

 とき 9/23㈷、9/30～10/28の木曜日 

（全6回）19:30～21:00 

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住の18歳以上の方

 定 員 20人（抽選）

 料 金 1,200円 

 申込み 8/22㈰～9/5㈰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

シルバーちょこっと講座 

生け花体験

 とき 9/19㈰10:00～12:00 

 ところ 青少年センター

 対 象 小学生

 定 員 10人（抽選）

 料 金 1,000円

 申込み 8/19㈭～9/2㈭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

よしだ検定作成委員会

資料を使って昔と今の豊橋を調べ、検

定問題を作ります。

 とき 9/19、10/17、11/21、12/19、 

来年1/16の日曜日（全5回）

14:00～16:00

 ところ 青少年センター

 対 象 小学生

 定 員 10人（抽選）

 申込み 8/19㈭～9/2㈭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

催し・講座

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

職相談会を行います。

 とき 9/9㈭13:00～17:00

 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・2435）

   19300

ジオツアー 地質と植物

海岸や湿地の地形と地質の特徴を学

び、植物を観察します。

 とき 9/25㈯9:00～16:30（雨天順

延9/26㈰）

 ところ 伊良湖岬（田原市伊良湖町）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 9/9㈭（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（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）
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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 9/16㈭13:00～15:30

 ところ あいトピア

 対 象 認知症の方の介護者（初参加に

限る）

 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 9/9㈭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）

 問合せ 長寿介護課（☎51・2338）

   24204

シングルマザーのための

出張就職相談会 in 豊橋

子育てと仕事の両立や面接時のポイン

トなどを相談できます。

 とき 8/30㈪10:00、11:00、13:00、 

14:00（各50分）　

 ところ 市役所東128会議室

 定 員 各1人（申込順）

 申込み 8/25㈬（必着）までに希望時間、 

氏名（ふりがな）、生年月日、電話 

番号を子育て支援課（☎51・2321 

56・1705 kosodate@city.

toyohashi.lg.jp）

   84676

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、認知症の方と家族を支

える方法を学びます。

 とき 9/11㈯14:00～15:00

 ところ 中央図書館

 対 象 市内在住・在学・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 9/3㈮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）

 問合せ 長寿介護課（☎51・2338）

   6412

四季の行事教室 お月見のつどい

月見だんご作りや、お月見をテーマに

したゲームを楽しめます。

 とき 9/25㈯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 8/25㈬～9/8㈬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

米国NPOコペルニクCEO 

中村俊裕氏 オンライン講演会

「世界を巻き込む」をテーマに国際協力

について講演します。

 とき 8/21㈯13:30～15:00

 その他 オンライン会議システム「Zoom」 

での受講

 申込み 8/19㈭までに豊橋市国際交流

協会ホームページで必要事項

を入力

 問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

生活・介護支援サポーター養成講座

高齢者の特徴と関わり方を講義と実習

で学びます。

 とき ①9/2～10/7の木曜日（9/30㈭ 

を除く）、9/23㈷13:00～16:00、 

9/24㈮～10/6㈬に実習1日あり 

②10/14～11/18の木曜日

13:00～16:00（各全6回）

 ところ ①青陵地区市民館ほか②大清

水まなび交流館「ミナクル」

 対 象 市内在住の方

 定 員 ①10人②20人（各申込順）

 その他 修了証を交付　

 申込み ①は8/27㈮までに、さわらび

地域包括支援センター（☎54・

3521）、②は9/30㈭までに彩

幸地域包括支援センター（☎

23・6014）

 問合せ 長寿介護課（☎51・3134）

   69248

秋の葦毛湿原観察会

湿原と周辺の植物を観察し、湿原を取

り巻く環境を学びます。

 とき 9/4㈯9:30～11:30

 講 師 豊橋湿原保護の会

 定 員 30人（申込順）

 その他 集合は長尾池の公園

 申込み 8/2㈪から文化財センター（☎

56・6060）

ひとり親や寡婦のための

就業支援講習会

■介護職員初任者研修

 とき 10/2～来年1/29の土曜日（来年 

1/1㈷を除く。全17回）

 ところ 三幸福祉カレッジ豊橋校

 定 員 20人（抽選）

 料 金 6,477円

 その他 パソコン中級、医薬品登録販売

者、調剤薬局事務ほか8講座を

別会場（市外）で開催。講座の種

類など詳細はホームページ参照。

パソコン中級・医薬品登録販売者

（名古屋駅前会場）のみ6か月～ 

9歳児の託児あり（抽選）

 申込み 8/5㈭～8/27㈮に直接、子育

て支援課（☎51・2320）

   22797

交通児童館

中高生おすすめプログラム

■特別に延長開館! ナイト卓球デイ

卓球やボードゲーム、自習スペースな

どを利用できます。

 とき 8/7～9/25の土曜日17:00～

19:00

■中高生美肌レッスン

思春期の肌の変化や正しい洗顔方法を

学びます。

 とき 8/27㈮15:00～16:30

 講 師 東三河ヤクルト販売㈱

 定 員 10人（先着順）

 その他 プレゼント（スキンケア用品）あり

 申込み 8/1㈰から直接、交通児童館

［共通事項］

 対 象 中学生、高校生

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）
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