
リトアニアリネンでつくる

手縫いヘアバンド

 とき 10/24㈰10:30～12:30、13:30～ 

15:30

 ところ ALINA KUKKA（前田町二丁目）

 講 師 村上ちづさん（洋裁講師）

 定 員 各10人（申込順）

 料 金 各1,500円

 申込み 10/4㈪10:00から氏名、電話

番号、希望時間を豊橋市国際

交流協会（☎55・3671 tia@

tia.aichi.jp）

市長と女性の懇談会

「子どもの貧困対策について」をテーマ

に話し合います。

 とき 12/12㈰10:00～11:00

 ところ 市役所政策会議室

 対 象 市内在住で18歳以上の女性

 定 員 2人程度（抽選）

 その他 豊橋女性団体連絡会会員も参加

 申込み 10/19㈫（必着）までに、住所、氏

名、年齢、電話番号、テーマにつ

いての意見を広報広聴課（〒440-

8501住所不要☎51・2166 

56・5711 kohokocho@city.

toyohashi.lg.jp)

   17535

ダーツ講習会＆ミニ大会

 とき 10/31㈰13:30～16:00

 ところ あいトピア

 定 員 50人（申込順）

 料 金 200円

 申込み 10/26㈫までに住所、氏名、年

齢、電話番号を豊橋市体育協会

（☎63・3031）　

   87834

知っトク!豊橋ゼミナール

■今日からあなたも

　自称コーヒーマイスター

 とき 11/17㈬、11/24㈬、12/1㈬

（全3回）10:00～11:30

 ところ 豊城地区市民館

 料 金 1,500円

 申込み 10/22㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）

   23387

膠
こ う

原
げ ん

病難病患者と家族のつどい

①膠原病に関する講演会②オンライン

医療相談を行います。

 とき 11/1㈪①13:00②13:30～15:00

 ところ ②保健所・保健センター

 定 員 ②3人（申込順）

 その他 ①は動画配信、②はオンライン

会議システム「Zoom」で相談

［共通事項］

 対 象 市内在住の膠原病患者と家族

 講 師 西野譲さん（藤田医科大学病院

リウマチ・膠原病内科医）

 申込み 10/11㈪までに電話で健康増

進課（☎39・9140）

   6770

青少年センターフェスティバル

①活動紹介②卓球大会③ファミリーコ

ンサートなどが楽しめます。

 とき ①10/23㈯～10/31㈰②10/23㈯ 

12:30～15:30③10/30㈯10:00～ 

15：００

 ところ 青少年センター

 料 金 ②300円

その他 イベント内容など詳細はホーム

ページ参照

 申込み ②は10/1㈮～10/15㈮に青少年

センター（☎46・8925）※青少年

ホームページからも申し込み可

催し・講座

要約筆記１日入門講座

聴覚障害者へ文字で伝える方法を学び

ます。

 とき 11/21㈰10:00～16:00

 ところ あいトピア

 定 員 10人（申込順）

 申込み 10/1㈮～11/14㈰に電話で

豊橋市社会福祉協議会（☎52・

1111）

市民大学トラム

■将棋を楽しもう

 とき 11/6～12/4の土曜日（全5回）

10:00～11:30

 ところ 豊岡地区市民館

 料 金 1,500円

 申込み 10/28㈭までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）

■革装の豆本でネックレスなど4種類

　自分好みの本作り

 とき 11/18～12/9の木曜日（全4回） 

9:30～12:00

 ところ 前芝校区市民館

 料 金 5,500円

 申込み 11/12㈮までに生涯学習課（☎

51・2848）

■豊橋筆づくりとデザイン書道

　PLUSいがりまさしの世界

 とき ①11/24、②12/1、12/8、12/15、 

来年1/12の水曜日（全5回）

①13:30～15:30②13：30～

15:00

 ところ 青陵地区市民館

 料 金 2,500円

 申込み 10/29㈮までに青陵地区市民館

（☎61・9285）

［共通事項］

   23387

革装豆本ネックレス

18



募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

葦毛湿原植生回復ボランティア

木の伐採・除草などの植生回復作業や

観察会を手伝います。

 とき 11月～来年3月の火曜日、第3

日曜日の午前

 ところ 葦毛湿原、幸公園ほか

 対 象 高校生以上

 申込み 10/1㈮から文化財センター（☎

56・6060）

商工業従業員永年勤続者

市内で永年勤続した商工業従業員を

褒
ほうしょう

賞します。

 対 象 11/1㈪現在、次の全てに該当

する見込みの方①市内事業所

の従業員（役員を除く）②同一ま

たは系列の事業所（社名・組織

変更などを含む）に､通算20年

以上勤務（本社または本店が市

外の事業所は､市外で勤務した

期間を除く）③精励にして他の

模範となる④常勤

 定 員 同一事業所内で10人以内

 その他 来年1/21㈮に授与式あり

 申込み 10/22㈮までに申込書を商工

業振興課（〒440-8501住所不

要☎51・2638）※申込書は商工

業振興課､ホームページで配布

   20575

どきどき挑戦講座

リース作り

 とき 11/13㈯10:00～11:30

 ところ 青少年センター

 定 員 10人（抽選）

 料 金 1,000円

 申込み 10/13㈬～10/27㈬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

子どものためのお金を考える

オンラインセミナー

■教育資金とひとり親のキャリアプラン

 とき 11/7㈰10:00～11:30

 対 象 ひとり親、離婚を考えている方

 講 師 なかじまともみさん（ファイナン

シャル・プランナー）

 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。こども未来館「ここ

にこ」で視聴可※6か月児～小

学6年生の託児あり（申込順。

8日前までの予約制。1人1回

100円必要）

 申込み 随時、子育て支援課（☎51・2320）

   83069

会社の未来をつくる

中小企業者向け事業承継セミナー

課題や対策、心構えなどを経験者の実

体験から学びます。

 とき 11/10㈬14:00～16:30

 ところ 市役所東85会議室

 講 師 小林茂夫さん（愛知県事業承

継・引継ぎ支援センターサブマ

ネージャー）

 定 員 30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 10/1㈮～11/2㈫に申込書を

商工業振興課（☎51・2426 

55・9090）※申込書は商工業

振興課、ホームページで配布

   87794

支 援

母子父子寡婦福祉資金の貸し付け

子どもの高校や大学の授業料などに充

てる修学資金、就学のために必要な入

学金や被服代などに充てる就学支度資

金、母・父または子どもが就職のために

必要な知識技能の習得費用に充てる資

金などを貸し付けています。なお、原則、

連帯保証人が必要で、審査があります。

資金内容など詳細はホームページをご

覧ください。

 問合せ 子育て支援課（☎51・2320）

   22792

自立に取り組むひとり親の

住宅支援資金を償還免除します

児童扶養手当を受給しているひとり親

で、就労による自立のために自立支援

プログラムを受け、1年以内に就職ま

たは転職し、かつ1年以上就労を継続

するなどの要件を満たした方の家賃の

貸付金を償還免除できるようになりま

した。要件など詳細はホームページを

ご覧ください。

 問合せ 愛知県母子寡婦福祉連合会（☎

052・915・8862）、子育て支援

課（☎51・2320）

   88457

就学援助（小学校入学準備金）の

申請を受け付けます

市立小学校への就学に必要な入学準

備金などを援助します。

 対 象 3人世帯で合計所得が277万3

千円以下などの基準を満たす方

 その他 認定基準など詳細はホームペー

ジ参照

 申 請  11/1㈪～11/30㈫に直接、振

込先の預金通帳（保護者名義）、

令和3年1月1日時点で本市に

住民登録がない方は世帯全員

の令和3年度（令和2年分）の所

得証明書を 学校教育課（☎51・

2825）

   21988
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