
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 .....P16

● 支援 ............P19

● 募集 ............P19

● その他 .........P20

● 相談 ............P21

子どものための科学展

科学実験やサイエンスショーを楽しめ

ます。

 とき 11/6㈯12:00～16:00、11/7㈰ 

9:00～15:00

 ところ 視聴覚教育センター

 問合せ 学校教育課（☎51・2826）

   52124

あきまつり

KTJファミリーからの招待状

ミッションを達成すると仮装グッズがも

らえます。

 とき 10/24㈰9:30～16:00

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 定 員 300人（先着順）

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

とよはしの電車やバスで行く

ウォーキングイベント

■万場調整池コース

 とき 10/9㈯8:30～13:00

 その他 集合は老津駅

■葦毛湿原コース

 とき 10/18㈪9:00～13:00

 定 員 20人（申込順）

 申込み 10/15㈮までに都市交通課

■高師緑地コース

 とき 11/3㈷8:30～13:00

 その他 集合は愛知大学前駅

■石巻山コース

 とき 11/22㈪9:00～13:00

 定 員 20人（申込順）

 申込み 11/19㈮までに都市交通課

■岩屋緑地コース

 とき 12/6㈪8:30～13:00

 定 員 20人（申込順）

 申込み 12/3㈮までに都市交通課

■まちなか周遊コース

 とき 12/19㈰9:00～13:00

 その他 集合は豊橋駅南口駅前広場

［共通事項］

 対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）

 問合せ 都市交通課（☎51・2620）　

   84068

認知症座談会

介護の悩みを話し合おう

入浴やデイサービスの拒否などの悩み

を相談できます。

 とき 11/18㈭13:00～15:30

 ところ アイプラザ豊橋

 対 象 認知症の方の介護者

 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 11/11㈭までに住所、氏名、電

話番号を南部地域包括支援セ

ンター（☎25・7100）

   24204

地域で活躍!

レクリエーションリーダー講座

高齢者向けのレクリエーション活動を

実技などで学びます。

 とき 11/4～12/9の木曜日（全6回）

13:30～15:30

 ところ あいトピア

 対 象 受講後に週1回程度、当協議会

の介護予防サロンで活動可能

な方

 講 師 阿部弘子さん（レクリエーション

コーディネーター）ほか

 定 員 20人（申込順）

 申込み 10/28㈭までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

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などを講義と

実習で学びます。

 とき 11/18～12/23の木曜日13:15～ 

16:00、11/19㈮～12/22㈬に 

実習2時間（全7回）

 ところ 市民文化会館

 定 員 20人（申込順）

 その他 修了証を交付

 申込み 11/12㈮までに地域包括支援

センターコープ豊橋中央（☎

53・1519）

 問合せ 長寿介護課（☎51・3134）

   69248

催し・講座

児童虐待防止講演会

感情的にならない子育て

 とき 11/10㈬13:30～15:00

 ところ 公会堂

 講 師 高祖常子さん（子育てアドバイ

ザー）

 定 員 250人（申込順）

その他 手話通訳あり

 申込み 11/2㈫までに氏名、年齢、電

話番号を、こども若者総合相談

支援センター（☎51・2327 

21・9088）

   79995

農家 DE 寺子屋

農業簿記講習会

 とき 11/15㈪、11/29㈪（全2回）

13:30～15:30

 ところ 市役所東85・86会議室

 対 象 農業経営者

 講 師 安形京子さん（安形税務会計事

務所）

 定 員 20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 11/9㈫までに農業企画課（☎

51・2458）※ホームページから

も申し込み可

   69675
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オレンジフェスタ

市民活動見本市

市民団体による活動紹介や活動体験な

どが楽しめます。

 とき 10/31㈰10:00～15:00

 ところ カリオンビル

 問合せ 市民活動プラザ（☎56・5160）、

市民協働推進課（☎51・2483）

   10254

オレンジフェスタ・プレミアム

コロナ終息後の市民活動

市民活動に必要な知識を講義とワーク

ショップ形式で学びます。

 とき 10/30㈯13:00～15:00

 ところ カリオンビル

 対 象 中学生以上

 講 師 日本ボランティアコーディネー

ター協会

 定 員 50人（申込順）

 申込み 10/16㈯までに市民活動プラザ

（☎56・5160）

 問合せ 市民活動プラザ、市民協働推進

課（☎51・2483）

   10254

森林間伐作業講座

間伐の基礎知識とチェーンソーの使い

方を学びます。

 とき 11/20㈯8:30～16:00（雨天

順延11/21㈰）

 ところ 石巻萩平町の山林

 講 師 とよはしきこり隊ほか

 定 員 15人（抽選）

 申込み 11/2㈫（必着）までに、はがき

で講座名、参加者全員の住所・

氏名・年齢・血液型・電話番号を

農業支援課（〒440-8501住所

不要☎51・2475）

   80011

530のまち環境フェスタ

次世代自動車の展示やリサイクル自転

車の抽選会を楽しめます。

 とき 11/6㈯10:00～16:00

 ところ 総合動植物公園「のんほいパーク」

 問合せ 530運動環境協議会事務局（環

境政策課内☎51・2399）

   87802

中高生おすすめプログラム

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 10/17㈰14:00～14:40（受け

付けは13:50から）

 ところ 交通児童館

 対 象 中学生、高校生

 定 員 10人（先着順）

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

誰にでもある無意識の

思い込みを無くそう!

性別に関わらず、個性を認め合うこと

の大切さを学びます。

 とき 10/24㈰10:30～12:00　

 講 師 中島美幸さん（愛知淑徳大学講師）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」 

で受講

 申込み 10/20㈬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

   86912

丸山薫研究会講演会

第一詩集「帆・ランプ・鷗」

丸山薫が詩集を出版した際の秘話が聞

けます。

 とき 10/30㈯10:30

 ところ 穂の国とよはし芸術劇場「プラット」

 講 師 冨長覚梁さん（丸山薫賞運営委

員会元会長）

 定 員 50人（先着順）

 問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）

   23353

小柴記念賞・小学生サイエンス

アイデア作品展 合同表彰式

小・中学生の研究作品や科学工作の 

①展示②表彰式を行います。

 とき ①10/30㈯～11/30㈫②11/6㈯ 

9:30

 ところ 視聴覚教育センター

 問合せ 学校教育課（☎51・2826）

   52594

おたまじゃくしの会

ひきこもりや不登校の悩みを話し合い、

情報交換をします。

 とき 10/14㈭、11/11㈭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 健康増進課（☎39・9145）

   6779

家庭教育セミナー

■野菜ソムリエと一緒に百儂人の

　野菜を親子でクッキング！

 とき 11/28㈰10:00～12:00

 ところ 北部地区市民館

 対 象 小学生と保護者

 料 金 1組1,200円（1人追加ごとに

600円必要）

 申込み 11/5㈮までに北部地区市民館

（☎53・4212）

   23387

定時制・通信制高等学校

合同説明会

市内や近隣の17校による概要説明な

どが聞けます。

 とき 10/23㈯13:30～16:00

 ところ 総合体育館

 対 象 不登校や中途退学などで進路に

悩んでいる中学生・高校生や保護

者、教員ほか（同伴者は1人まで）

 問合せ こども若者総合相談支援セン

ター（☎51・2327）

   80020
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