
成年後見・権利擁護講座

成年後見制度や相続、遺言について学

びます。

 とき 10/22～11/12の金曜日（全4回） 

13:30～15:30

 ところ あいトピア

 定 員 30人（申込順）

 申込み 9/1㈬～10/8㈮に豊橋市成年

後見支援センター（☎57・6800）

   6521

仕事と介護の両立支援セミナー

 とき 10/6㈬13:30～16:00

 ところ 勤労者会館「ワークピア」

 対 象 中小企業の経営者、人事労務

担当者など

 講 師 吉岡規子さん（アイ・スマイル社

会保険労務士法人代表）

 定 員 20人（申込順）

 申込み 10/1㈮までに申込書をファッ

クスで愛知県東三河総局産業

労働課（ 54･7239）※申込書

は愛知県東三河総局産業労働

課窓口、ホームページで配布

 問合せ 愛知県東三河総局産業労働課

（☎54・2582）、商工業振興課

（☎51・2435）

   87320

東三河生涯学習連携講座

再発見!東三河の宝 秋編

 とき ①10/8㈮②10/29㈮③11/12㈮ 

（全3回）10:00～12:00

 ところ ①西浦半島（蒲郡市西浦町） 

②普門寺③煮え渕ポットホール

ほか（東栄町内）

 定 員 50人（抽選）

 申込み 9/22㈬までに生涯学習課（☎

51・2850）

   23387

豊橋駅花壇の

植え付け 

 とき 9/25㈯10:00～12:00（雨天

順延9/26㈰）

 ところ 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ

 対 象 どなたでも（小学生以下の場合

は保護者同伴）

 定 員 30人（抽選）

 その他 プレゼント（草花）あり

 申込み 9/13㈪（必着）までに返信先明

記の往復はがきで参加者全員

の郵便番号・住所・氏名・年齢・電

話番号、市外在住の方は勤務

先を豊橋みどりの協会（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・7400）

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 10/17㈰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 9/15㈬までに代表者の郵便番

号・住所・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

催し・講座

交通児童館

中高生おすすめプログラム

■初心者から あそんで学ぼう英語レッスン

歌やさまざまなゲームを通して英語を

学びます。

 とき 9/26㈰14:00～14:40

 対 象 中学生、高校生

 定 員 10人

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

動物愛護の啓発イベント

■犬・猫の家族探し登録会

 とき 9/19㈰9:30～10:00（受け付

けは9:00から）

■長寿動物の優良飼育者表彰

 とき 9/19㈰10:45～12:00

［共通事項］

 ところ 保健所・保健センター

 その他 市内の小学生が描いた動物愛

護作品の展示あり

 問合せ 生活衛生課（☎39・9127）

   51264

点訳ボランティア養成講座

視覚障害者へ情報を伝える方法と点字

を学びます。

 とき 9/29～来年 1/26 の水曜日

（11/3 ㈷・12/29 ㈬ を 除 く）

10:30～12:00、9/26～来年

1/16の日曜日（1/2㈰を除く）

19:00～20:30（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㈬～9/16㈭に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）
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豊橋文化振興財団20周年

記念式典・講演会

 とき 11/3㈷14:00

 ところ ライフポートとよはし

 講 師 渡辺えりさん（俳優）

 定 員 500人（抽選）

 申込み 9/21㈫～10/1㈮（必着）に、は

がき（1枚2人まで）で住所・氏

名・電話番号を豊橋文化振興財

団（〒440-0887 西小田原町

123番地）※豊橋文化振興財団

ホームページからも申し込み可

 問合せ 豊橋文化振興財団（☎39・5211）

食生活改善推進員養成講座

指導員としてボランティア活動に必要

な健康や食育の知識を学びます。

 とき 10/4㈪～12/14㈫の指定する日 

（全8回）

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住の方

 講 師 管理栄養士ほか

 定 員 30人（申込順）

 その他 日程など詳細は健康増進課（☎

39・9141）

 申込み 9/21㈫までに健康増進課

   87404

婚活パーティー

 とき 10/10㈰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 垣内博明さん（婚活アドバイザー）

 定 員 25人（抽選）

 料 金 500円

 申込み 9/15㈬までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 子育て支援課（☎51・2325）

   47955

どきどき挑戦講座

三味線で脳トレ

 とき 10/10㈰10:00～11:30､13:30～ 

15:00 

 ところ 青少年センター

 定 員 各10人（抽選）

 料 金 各200円 

 申込み 9/10㈮～9/24㈮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

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 9/25㈯14：00

 ところ 市民文化会館

 定 員 150人（先着順）

 その他 9/1㈬から市民文化会館、穂の

国とよはし芸術劇場「プラット」、

「文化のまち」づくり課で配布

する整理券が必要

 問合せ 豊橋文化振興財団（☎39・5211）、 

「文化のまち」づくり課（☎51・2874）

   87407

56年間ありがとう!市民プール

最後の夏 お別れイベント

水を抜いたプールに、絵やメッセージ

が描けます。

 とき 9/18㈯9:00～17:00

 ところ 市民プール

 その他 市民プールの思い出写真や、利

用者からのメッセージの展示あ

り。展示の内容など詳細はホー

ムページ参照

 問合せ 「スポーツのまち」づくり課（☎

51・2864）

   87891

 

がん患者サロン

患者や患者の家族同士で交流します。

 とき ①9/28㈫②10/29㈮③11/26㈮

14:00～15:40

 ところ 市民病院

 定 員 ①50人②③75人（先着順）

 問合せ 市民病院がん相談支援センター

（☎33・6290）

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 9/20㈷9:00～16:30

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 定 員 30人（先着順）

 問合せ 交通児童館

  (☎61・5818）

あゆみの会

神経系難病患者・家族のつどい

病気との付き合い方を学び、患者家族

と交流します。

 とき 10/15㈮10:00～11:30　

 ところ こども発達センター

 対 象 脊髄小脳変性症または多系統

萎縮症の方と家族　

 講 師 東海SCD友の会　

 申込み 10/14㈭までに健康増進課（☎

39・9140）

   6770

青年講座 初級ジャズダンス

 とき 10/22～11/26の金曜日（全6

回）19:30～21:00 

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住・在学・在勤で18歳以

上の方

 定 員 20人（抽選）

 料 金 1,200円 

 申込み 9/22㈬～10/6㈬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
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