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東三河交流事業 市民活動研修会

コロナ禍での活動事例や次世代のまち

づくりの方法を学びます。

 とき 12/11㈯10:00～12:00

 講 師 三矢勝司さん（岡崎まち育てセン

ター・りた事業推進マネージャー）

 定 員 100人（申込順）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」

で受講

 申込み 11/30㈫までに住所、氏名、電話番

号、メールアドレスを市民協働推進

課（☎51・2188 shiminkyodo 

@city.toyohashi.lg.jp）

   89082

見たい!食べ隊!豊橋農業!

■シクラメン寄せ植え作り

 とき 12/2㈭10:00～11:30

 ところ 菜っ花園（老津町）

 講 師 中村美恵さん（農村生活アドバ

イザー）

 定 員 30人（抽選）

 料 金 3,800円

 申込み 11/18㈭（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

話番号を農業支援課（〒440-

8501住所不要☎51・2472） 

※ホームページからも申し込み可

   88037

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 12/5㈰14:00～15:00

 ところ 大清水地域福祉センター

 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 11/26㈮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）

 問合せ 長寿介護課（☎51・2339）

   6412

施設職員のための

福祉レクリエーション入門講座

 とき 来年1/12～2/16の水曜日（全

6回）18:30～20:30

 ところ あいトピア

 講 師 福祉レクリエーションつくしほか

 定 員 15人（申込順）

 料 金 2,000円

 申込み 12/27㈪までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

生涯現役セミナー

■人生100年時代の

　生き方とライフプラン

 とき 12/15㈬14:00～16:00

 ところ 市役所東86会議室

 講 師 山下智章さん（山下労務管理事

務所）

 申込み 12/8㈬までに長寿介護課（☎

51・2330）

■定年後の黄金の20年間

　シニア世代をどう生きるか

 とき 12/16㈭10:00～12:00

 ところ 市役所東85・86会議室

 講 師 有田恵子さん（有田労務管理事

務所）

 申込み 12/8㈬までに長寿介護課（☎

51・2330）

■健康生きがいづくりと

　職業生活設計のすすめ

 とき 来年2/8㈫14:00～16:00

 ところ 市役所東85・86会議室

 講 師 山下智章さん（山下労務管理事

務所）

 申込み 2/1㈫までに長寿介護課（☎

51・2330）

■経験・知識の棚卸しと

　今後の働き方を考える

 とき 来年2/9㈬10:00～12:00

 ところ 市役所東85・86会議室

 講 師 有田恵子さん（有田労務管理事

務所）

 申込み 2/1㈫までに長寿介護課（☎

51・2330）

［共通事項］

 対 象 55歳以上の方

 定 員 各40人（申込順）

   70464

催し・講座

2021家政文化祭

生徒の作品展示・販売や、お茶席など

を楽しめます。

 とき 11/13㈯9:00～11：50

 ところ 家政高等専修学校

 対 象 本校への進学を検討している

中学生と保護者

 申込み 直接、在籍する中学校

 問合せ 家政高等専修学校（☎23・0127）

認知症家族介護者交流会

 とき ①12/4㈯、来年1/8㈯13:30～ 

16:30②12/8㈬、1/12㈬10:00～

12:00③12/9㈭、1/13㈭10:00～ 

12:00④12/14㈫、1/18㈫13:30～

15:30

 ところ ①豊橋商工会議所②つつじが

丘地域福祉センター③保健所・

保健センター④あいトピア

 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は東部（☎64・6666）、③は

南部（☎25・7100）、④は中央

（☎54・7170）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
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合同企業説明会

中高年の雇用に積極的な企業から仕事

内容などの説明が聞けます。

 とき 来年1/28㈮14:30～16:30

 ところ 市役所東85・86会議室

 対 象 55歳以上の方

 問合せ 長寿介護課（☎51・2330）

   70464

知っトク!豊橋ゼミナール

■豊橋の野菜は日本一!

　JA豊橋と農業を楽しむ

 とき 12/12㈰、12/19㈰、12/26㈰

（全3回）10:00～11:30

 対 象 小学生と保護者

 申込み 12/1㈬までに南稜地区市民館

（☎26・0010）

■本格コーヒーを楽しむ

　ワルツコーヒータイムⅡ

 とき 来年1/12㈬、1/19㈬、1/26㈬

（全3回）10:00～11:30

 料 金 2,000円

 申込み 12/12㈰までに中部地区市民館

（☎53・0638）

［共通事項]

 ところ 各申込先

   23387

農福連携研修会と

農業者・障害者の意見交換会

障害者が農業分野で活躍するために必

要な知識を学びます。

 とき 12/3㈮14:00～16:00

 ところ 市民文化会館

 対 象 農業者、障害者と家族、福祉

サービス事業所職員など

 講 師 ㈱アグリトリオ

 定 員 100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 11/19㈮までに電話または

メールで参加者全員の住所・氏

名・年齢・電話番号を農業支援

課（☎51・2459 56・5130 

nogyoshien@city.toyohashi. 

lg.jp）

   89074

朝倉川 植樹メンテナンス大会

川沿いの樹木の下枝切りや除草、清掃

などを行います。

 とき 11/13㈯9:30～11:30（荒天中止）

 ところ 朝倉川（寺門橋～多米橋）

 その他 集合は東陽地区市民館グラウン

ド、解散は随時現地

 申込み 11/12㈮までに朝倉川育水

フォーラム小林（☎080・6923・

5257）

 問合せ 河川課（☎51・2535）

   88925

とよはしインターナショナル

フェスティバル2021

■ワールドグルメ

ブラジルやウクライナなど10か国の料

理を楽しめます。

 とき 11/14㈰10:00～16:00 

■日本語スピーチコンテスト

母語が外国語の出場者が日本語でス

ピーチします。

 とき 11/14㈰10:30～14:30 

［共通事項］

 ところ こども未来館「ここにこ」

 問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

再就職支援セミナー

就職活動の心構えや面接のコツ、履歴

書の作成方法などを学びます。

 とき 11/22㈪10:30～15:30

 ところ 市役所東121会議室

 対 象 おおむね45歳以上の求職者

 講 師 志賀孝一さん（中高年事業団や

まて企業組合キャリアアドバイ

ザー）

 定 員 20人（申込順）

 申込み 11/19㈮までに、郵便番号、住

所、氏名、年齢、電話番号、メー

ルアドレスを中高年事業団や

まて企業組合名古屋支店（☎

052・585・0065 052・585・

0900 nagoya@yamate-

kigyo.jp）

 問合せ 長寿介護課（☎51・2330）

   70464

ひとり親家庭の親や寡婦のための

就業支援講習会

■調剤薬局事務講習

 とき 来年1/29～3/12の土曜日（全

7回）10：00～15：40

 ところ 中部コンピュータ・パティシエ専

門学校

 定 員 20人（抽選）

 料 金 5,600円

 申込み 11/1㈪～11/22㈪に直接、子

育て支援課（☎51・2320）

   83065

とよはしの巨木・名木を見学しよう

蒲郡街道のケヤキ並木などを見学します。

 とき 12/3㈮9:00～11:30

 定 員 15人（抽選）

 その他 集合・解散は市役所東館正面玄

関前

 申込み 11/15㈪（必着）までに、はがき

（1枚2人まで）で行事名、参加

者全員の住所・氏名・電話番号

を公園緑地課（〒440-8501住

所不要☎51・2655）

   53487

とよはしキラキラ☆イルミネーション

冬空のヒカリ散歩

「散歩道」をテーマにしたイルミネーショ

ンを楽しめます。

 とき 11/12㈮～来年2/14㈪17:00～

24:00

 ところ 豊橋駅東口駅前広場サークル

プラザ、まちなか広場ほか

 その他 点灯式と写真コンテストを開催。

コンテストの申込方法など詳細

はホームページ参照

 問合せ まちなか活性課（☎55・8101）

   88280
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