梨農家のオススメ!
豊橋産新高梨で万能たれを作ろう

日本語ボランティア養成講座
外国人への日本語指導法を学びます。

とき 10/7㈭13:30～15:30
ところ ライフポートとよはし
講 師 伴奈生子さん
（農村生活アドバ

イザー）
ほか
定 員 20人
（抽選）
料 金 1,500円
申込み 9/17㈮までにホームページで

必要事項を入力
問合せ 農業支援課
（☎51・2472）

87937

とき 9/25～11/20の土曜日
（10/16㈯

を除く。全8回）
13:30～15:00
エ ム

キ

ャ

ン

パ

ス

イ ー ス ト

ところ emCAMPUS EAST
講 師 鈴木勝代さん
（東海日本語ネッ

トワーク）
ほか
定 員 30人
（抽選）
料 金 一般5,000円、会員3,000円
申込み 9/17㈮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

イベントや生活に
役立つ情報などをお届けします。
催し・講座 .....P18
支援 ............P22
● 募集 ............P22
●

●

●

●

その他 .........P23
相談 ............P25

問合せ 豊橋市国際交流協 会
（☎ 55・

3671）

あなたの声でボランティア!
音訳入門講座
知っトク! 豊橋ゼミナール

催し・講座

視覚障害者のための音訳の技術を講
義と実習で学びます。
とき 10/1～12/3の金曜日
（全10

回）
13:30～15:30

■生活に必要な地元企業はどんな顔？
（全3回）
10:00～11:30

ところ あいトピア

ところ 南陽地区市民館

講 師 音訳グループ
「ぴっち」ほか

申込み 9/16㈭までに南陽地区市民館

定 員 10人
（申込順）
料 金 1,000円
申込み 9/17㈮までに豊橋市社会福祉

協議会
（☎52・1111）

子育てお悩み解決塾

とき 10/7 ㈭ 10/14 ㈭ 10/21 ㈭

（☎48・6576）

■ヤクルト健康教室 良質な睡眠
腸の健康 肌と歯のお手入れ
とき 10/12 ㈫ 10/19 ㈫ 10/26 ㈫

（全3回）
10:00～11:30

■自分で考え、自分で行動できる子に
作家の日原いずみ親子トーク
とき 10/2㈯13:30～15:00
ところ アイプラザ豊橋
対 象 小学生の保護者
その他 小学生対象の工作教室を同時

開催
（300円必要）
申込み 9/24㈮までに生涯学習課
（☎

ところ 南部地区市民館

51・2848）

地域のおこまり解決講座

申込み 9/19㈰までに南部地区市民館

23387

■まちなかを盛り上げよう

■郷土の偉人 小渕志ちとエニシング

（☎47・0974）

まちなか図書館ってどんなとこ？
とき 10/5㈫10:00～12:00
申込み 9/19㈰までに南部地区市民館

（☎47・0974）

■おたがいさまの活動を
地域に広げよう！
とき 10/6㈬､12/15㈬
（全2回）
10:00～

11:30
申込み 9/25㈯までに本郷地区市民館

（☎46・8487）

■地域として高齢化社会への
取り組みを考える
とき 11/6㈯、12/11㈯、12/18㈯

（全3回）
9:30～11:00
申込み 10/31㈰までに高師台地区市

民館
（☎48・1321）

［共通事項］
ところ 各申込先

23387

前掛け工場 二川の縁を再発見

認知症家族介護者交流会

とき ①10/28㈭②11/4㈭③11/11㈭

（全3回）
13:30～15:00
ところ ①二川地区市民館②二川地区

市民館、㈲エニシング③駒屋
申込み 9/26㈰までに二川地区市民館

（☎41・0551）

■地域とともにあゆむ企業の歴史や理念
とき ① 11/17 ㈬ 10:00 ～ 12:00

②11/24㈬③12/1㈬14:00～
15:30
（全3回）
ところ ①羽根井地区市民館、日之出㈱

②伊勢屋商店③羽根井地区市
民館
申込み 9/30㈭までに羽根井地区市民

館
（☎32・5050）

［共通事項］
23387

とき ①10/2㈯､11/6㈯13:30～16:30

②10/12㈫､11/9㈫13:30～15:30
③10/13㈬､11/10㈬10:00～12:00
④10/14㈭､11/11㈭10:00～12:00
ところ ①豊橋商工会議所②あいトピア

③つつじが丘地域福祉センター
④保健所・保健センター
料 金 ①各500円
申込み ①は認知症の人と家族の会愛知

県支部（☎ 0562・33・7048）
。
②は中央（☎54・7170）
、③は
東部（☎64・6666）
、④は南部
（☎ 25・7100）の 各 地 域 包 括
支援センター
問合せ 各申込先、長寿介護課
（☎51・

2338）
24204

18

家庭教育セミナー

市民大学トラム

■教えて先生 産婦人科医と考える

■万葉集に親しむ

幼児期からの性教育

とき 10/5､10/19､11/2､11/16､11/30

とき 10/30㈯13:30～15:00

の火曜日
（全5回）
10:00～11:30

対 象 年少児～小学校低学年の保護

アカウミガメの来る
表浜海岸の自然観察会
アカウミガメふ化後の産卵巣調査や海
岸の植生観察を行います。

料 金 1,500円

者、保育士、教員

とき 10/9㈯9:00～10:30

申込み 9/21㈫までに東陵地区市民館

対 象 小学生以上
（中学生以下は保護

（☎64・8088）

申込み 10/10㈰までに石巻地区市民館

者同伴）

■京都学の作中久雄が語る 鎌倉殿の世界

（☎88・1317）

■手打ちうどん作りに挑戦！

とき 10/7、11/11、12/9、来年1/6、

とき 10/31㈰9:30～12:30

定 員 50人
（抽選）
申込み 9/1 ㈬～ 9/15 ㈬に代 表 者 の

2/3の木曜日
（全5回）10:00～11:30

対 象 小学4年生以上と保護者
料 金 1組500円

申込み 9/17㈮までに高豊地区市民館

（☎21・2824）

申込み 9/18㈯までに東部地区市民館

■立体ペーパーアート作り

（☎63・3810）

［共通事項］

初めてのシャドーボックス

ところ 各申込先

郵便番号・住所・電話番号、参
加者全員の氏名
（ふりがな）
・年

料 金 1,500円

とき 10/28㈭、11/5㈮、11/11㈭、

齢を環境保全課
（〒440-8501
住 所 不 要 ☎ 51・2386
5577

56・

kankyohozen@city.

toyohashi.lg.jp）
5525

11/19 ㈮、11/25 ㈭（全 5 回）

23387

10:15～11:45
料 金 3,500円
申込み 10/1㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）

［共通事項］
ところ 各申込先

23387

2021年
蒲郡市

蒲郡まつり
花火大会

10/10㈰
竹島ふ頭
直径約650mもの大きさに花開く特大
の打ち上げ花火などを楽しめます。

9月
〜

12月

蒲郡まつり実行委員会 ☎0533・66・1120

秋の茶臼山高原まつり
豊根村

9/18㈯～11/7㈰
茶臼山高原

星空おんがく祭
東栄町

9/19㈰
オンライン開催

10/9㈯以降の土・日曜日、
祝日は、
ライトアッ
プされた紅葉を楽しめます。

バンドやダンスグループなどが出演するイベ
ントをYouTubeで視聴できます。

茶臼山高原協会 ☎0536・87・2345

星空おんがく祭実行委員会事務局 ☎0536・76・0502

蔵王山展望まつり
田原市

10/10㈰
蔵王山展望台ほか

とよかわクエスト シーズンⅡ
豊川市

12/24㈮まで
豊川市内各所

キッチンカーが出店する屋台村など、
さまざ
まなイベントを楽しめます。

観光地など8か所で、
指令に沿った写真を
撮って送ると、
達成証や記念品がもらえます。

渥美半島観光ビューロー ☎0531・23・3516

豊川市観光協会 ☎0533・89・2206

19 広報とよはし 令和3年9月

東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

