交通児童館
中高生おすすめプログラム

巡ろう 二つの書道展

催し・講座

■東三河こども書道展
■あそんで学ぼう 英語レッスン
歌やゲームを通して英語を学びます。
とき 1/23㈰14:00～14:40
（受け

付けは13:50から）
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）

怒鳴らん 子育て講座
思春期・反抗期との上手なつきあい方

とき 1/2㈰～1/10㈷
ところ こども未来館
「ここにこ」

■東三河新春書展
とき 1/5㈬～1/9㈰

とき 2/12㈯、2/19㈯、2/26㈯
（全

3回）
10:00～12:00

ところ 美術博物館

［共通事項］

ところ こども若者総合相談支援セン

問合せ 教育政策課
（☎51・2819）

63690

ター「ココエール」
対 象 小・中学生の保護者
講 師 藤城由子さん
（子育てアドバイ

初心者でもアイデアを形に!
デジタル工作機械活用講座

ザー）

日本語ボランティア養成講座
スキルアップ編

定 員 20人
（抽選）
申込み 1/28㈮までに電話またはメー

ルで講座名、住所、氏名、年齢、

シートカッターの使い方や、デザイン
図面の作成方法を学びます。
とき 1/20㈭17:00～18:30、2/3㈭

17:00～18:30
ところ 大学生・高校生の交流スペース

「ガクラボ」
対 象 大学生、高校生
定 員 各10人程度
（申込順）
申込み 各前日までにホームぺージで

必要事項を入力
問合せ 地域イノベーション推進室
（☎

51・2440）
82790

外国人へ日本語を教えるための具体的

性別、電話番号、子どもの氏名・

な指導方法を学びます。

年齢を、こども若者総合相談

とき 1/22～3/12の毎週土曜日
（全

8回）
13:30～15:00
エ

ム

キ

ャ

ン

パ

ス

kodomo-sougou-center@

イ ー ス ト

ところ emCAMPUS EAST

city.toyohashi.lg.jp）

対 象 過去に日本語ボランティアの経

87886

験がある方
講 師 鈴木勝代さん
（東海日本語ネッ

とよはしの電車やバスで行く
ウォーキングイベント

トワーク）
ほか
定 員 20人
（抽選）
料 金 一般5,000円、会員3,000円
申込み 1/14㈮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

農業男子と縁結び

問合せ 豊橋市国際交流協 会
（☎ 55・

その他 集合は競輪場前電停

親向け結婚支援セミナー

とき 2/7㈪9:00～13:00

その他 オンライン会議システム
「Zoom」

とき 2/20㈰14:00～16:00

申込み 2/4㈮までに都市交通課

未婚の子どもに親ができる支援や関わ
り方を学びます。
とき 2/18㈮10:00～12:00
ところ 市役所講堂

定 員 10人
（抽選）

対 象 未婚の子を持つ親

に優先的に申し込み可

［共通事項］
対 象 おおむね30～45歳の独身女性
申込み 2/1 ㈫ ま で に 住 所、氏 名、電

その他 集合は豊橋駅南口駅前広場

■とよがわ展望コース
とき 3/7㈪9:00～13:00

講 師 松尾篤さん
（婚活アドバイザー）

申込み 3/4㈮までに都市交通課

定 員 50人
（申込順）

■吉田城コース

申込み 1/28 ㈮までに申込書を子育

て支援課（☎51・2325
1705

56・

kosodate@city.

話 番 号、メー ルアドレスを農

toyohashi.lg.jp）※ 申 込 書は

業委員会事務局（☎51・2950

子育て支援課、市役所じょうほ

nogyoiinkai@city.toyoha
shi.lg.jp）

■向山梅林園コース
とき 2/20㈰8:30～13:00

ところ 穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」
その他 セミナー参加希望者は交流会

■牛川遊歩コース

■瓜郷遺跡コース

とき 2/5㈯14:00～15:30

で受講

とき 1/17㈪9:00～13:00

とき 1/23㈰8:30～13:00

■オンライン婚活セミナー

■独身農業男子との男女交流会

■牟呂八幡宮コース
申込み 1/14㈮までに都市交通課

3671）

講 師 川上知見さん
（㈱ CRIE）

支援センター（☎54・7830

うひろば、ホームページで配布
52989

とき 3/19㈯8:30～13:00
その他 集合は市役所前電停

［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

10136
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交通児童館 正月企画
書き初め掛け軸を作ろう

土偶研究会豊橋大会
東海の土偶

毛筆を使い、墨や絵の具で書き初めを

縄文時代の土偶の調査と研究成果を

楽しめます。

紹介します。

とき 1/8㈯9:00～15:00

とき 1/29㈯13:00～16:45
ところ 公会堂

とき 1/30㈰13:00～16:30

講 師 池谷信之さん
（明治大学特任教

授）
ほか

対 象 18歳未満の方

ところ 公会堂

定 員 50人
（先着順）

定 員 300人
（先着順）

問合せ 交通児童館
（☎61・5818）

とよはしシンポジウム
豊橋の縄文時代の魅力を探る

その他 調査に関する資料の販売あり

定 員 300人
（先着順）
問合せ 文化財センター
（☎56・6060）

問合せ 文化財センター
（☎56・6060）

とよはし女性応援プロジェクト
多様性を重視した働き方改革の大切さ

知的障害者サポート
ボランティア講習会

や、具体策などを学びます。
とき

2/2㈬10:00～12:00

講 師 河合克仁さん
（㈱アクティビス

タ代表取締役）
定 員 50人
（抽選）
その他 オンライン会議システム
「Zoom」

とき 2/27㈰9:30

知的障害者の生活や余暇支援ボラン

Lab CLUEでの視聴可

対 象 どなたでも
（小学生以下は保護

ティアの活動を学びます。
とき 2/6㈰13:30～15:30
ところ あいトピア
講 師 村田賢太郎さん
（元特別支援学

校教諭）

で受講。MUSASHi Innovation
申込み 1/21㈮までにホームページで

岩屋緑地でシイタケの
菌打ちに挑戦しよう

者同伴）
講 師 岩屋緑地に親しむ会
定 員 30人程度
（申込順）
料 金 原木1本1,100円
申込み 2/7 ㈪～ 2/21 ㈪に参 加 者 全

定 員 10人
（申込順）
申込み 1/23㈰までに豊橋市社会福祉

必要事項を入力

協議会
（☎52・1111）

員 の 住 所・氏 名・電話番 号・必
要な原木数
（1人3本まで）
を公
園緑地課（☎51・2655

66387

17123

2022年
豊根村

茶臼山高原スキー場
2021-2022

3月下旬まで
茶臼山高原スキー場
初級から上級者向けの各コースでのスキー
や、専用ゲレンデでのソリ遊びが楽しめます。

1月
〜

3月

茶臼山高原協会 ☎0536・87・2345

渥美半島菜の花まつり
田原市

1/15㈯～3/31㈭
渥美半島内の各所

2・3月の土・日曜日、
祝日は、
伊良湖菜の花
ガーデンにキッチンカーなどが出店します。

梅まつり
豊川市

2/10㈭～3/15㈫
赤塚山公園梅園

25品種278本の梅を観賞できます。
豊川市赤塚山公園 ☎0533・89・8891

渥美半島観光ビューロー ☎0531・23・3516

がまごおり深海魚まつり

田峰観音 大祭 奉納歌舞伎
設楽町

56・

1230）

問合せ 市民協働推進課
（☎51・2188）

2/13㈰
谷高山高勝寺
（田峰観音）

蒲郡市

2/19㈯・2/20㈰
竹島ベイパーク

約360年の歴史を持ち、
国の重要無形民俗文
化財に指定された伝統行事を観賞できます。

深海漁師による深海魚のたたき売りやグッ
ズ購入、
クイズ大会などを楽しめます。

設楽町観光協会 ☎0536・62・1000

がまごおり深海魚まつり実行委員会 ☎0533・68・2059

21 広報とよはし 令和4年1月

東三河8市町村の
イベント情報を
紹介します。

