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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 2/10㈭、3/10㈭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 随時、健康増進課（☎39・9145）

   6779

交通児童館 おひなさま企画

かざりびな

牛乳パックでひな人形を作ります。

 とき 2/26㈯、2/27㈰9:30～16:00

 対 象 18歳未満の方

 定 員 各20人（先着順）

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

市民大学トラム

豊橋技術科学大学連携講座

■まちなか図書館 インタラクティブ 

コンテンツ制作の取り組み

 とき 2/19㈯10:00～11:30

■道・広場から暮らしの豊かさを考える

 とき 2/26㈯10:00～11:30

■豊橋を事例に考える、人口減少時代の

　都市のかたち

 とき 3/5㈯10:00～11:30

［共通事項］

 ところ ①豊橋技術科学大学②地区市

民館（22か所）

 定 員 ①20人②各20人（申込順）

 その他 オンラインでの受講可。受講方

法など詳細はホームページ参照

 申込み 1週間前までに豊橋技術科学大学

ホームページで必要事項を入力

 問合せ 生涯学習課（☎51・2849）

   23387

ボランティア はじめの一歩セミナー

ボランティア団体の紹介や活動者との

面談を行います。

 とき 3/5㈯14:00～16:00

 ところ あいトピア

 定 員 30人（申込順）

 申込み 2/1㈫～3/4㈮に豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

手話体験講習会 手話ってなあに？

簡単な手話や聴覚障害の特徴などを

学びます。

 とき 3/12㈯14:00～16:00、3/13㈰ 

10:00～12:00

 ところ あいトピア

 定 員 各20人（申込順）

 申込み 2/1㈫～3/3㈭に豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

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 2/6㈰、3/20㈰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 各10人（先着順）

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

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 3/17㈭13:00～15:30

 ところ あいトピア

 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 3/10㈭までに住所、氏名、電話

番号を中央地域包括支援セン 

ター（☎54・7170）

   24204

催し・講座

とよはしの巨木・名木を見学しよう

高師緑地のクロマツなどを見学します。

 とき 3/19㈯9:00～11:30

 定 員 15人（抽選）

 申込み 2/15㈫（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

事業承継セミナー M&A・

第三者承継に向けて準備すべきこと

売り手側の対策や準備を専門家から学

びます。

 とき 3/9㈬14:00～16:30

 ところ 市役所東81会議室

 講 師 今西昭一さん（愛知県事業承

継・引継ぎ支援センター統括責

任者）ほか

 定 員 25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 3/2㈬までに申込書を商工業振

興課（☎51・2431 55・9090 

shokogyo@city.toyohashi. 

lg.jp）※申込書は商工業振興課、 

ホームページで配布

   90619
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若者就職サポート塾 in 豊橋

職業適性診断や履歴書などの添削、職

業相談会を行います。

 とき 3/15㈫13:00～17:00

 ところ ホテルアソシア豊橋

 対 象 おおむね45歳までの求職者、

家族

 問合せ 商工業振興課（☎51・2435）

   19300

公安系公務員 合同ガイダンス

自衛官や海上保安官、警察官、消防職

員の業務内容が聞けます。

 とき 2/5㈯13:00～16:30（受け付

けは12:30から）

 ところ 豊橋地方合同庁舎

 対 象 18～32歳の方（来年度卒業予

定の高校生含む）

 定 員 60人（申込順）

 申込み 随時、自衛隊愛知地方協力本部

豊橋所（☎80・5104）

 問合せ 自衛隊愛知地方協力本部豊橋

所、行政課（☎51・2028）

   66251

認知症まちづくり報告会

企業や団体が行う認知症の方を支える

取り組みを学びます。

 とき 3/13㈰13:30～14:30 

 ところ 市役所講堂

 定 員 40人（申込順）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」

での受講可。受講方法など詳細

はホームページ参照

 申込み 3/9㈬までに氏名、電話番号、

メールアドレスを長寿介護課（☎

51・2338  56・3810  

choju@city.toyohashi.lg.jp）

   63259

若年者を中心とした

正社員就職相談会

東三河・湖西地域の企業約30社から仕

事内容などの説明が聞けます。

 とき 2/16㈬14:00～16:00

 ところ ホテルアソシア豊橋

 問合せ ハローワーク豊橋企業支援部門

（☎57・1664）、商工業振興課

（☎51・2435）

   90687

ワークライフバランスの整え方

仕事と家庭を両立するコツを学びます。

 とき 3/13㈰10：30～12：00

 講 師 豊岡敬子さん（キャリアコンサ

ルタント）　

 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 3/2㈬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

   89508

ダイバーシティ

雇用促進セミナー

障害者など多様な人材を雇用する企業

の取組事例を学びます。

 とき 2/28㈪14:00～16:00

 ところ 市役所講堂

 対 象 市内の中小事業者・団体の経営

者や人事担当者など

 講 師 西島豊さん（西島㈱代表取締役

社長）ほか

 定 員 50人（申込順）

 申込み 2/24㈭までに商工業振興課（☎

51・2435）

   65698

豊橋鬼祭は祭礼従事者のみで

執り行います

 とき 2/10㈭9:00～12:00、2/11㈷ 

8:00～18:00

 ところ 安久美神戸神明社

 その他 祭礼中の参拝不可。タンキリ飴

は200円で販売中（祭礼中を除

く。なくなり次第終了）

 問合せ 安久美神戸神明社（☎52・5257）、

観光振興課（☎51・2430）

   90679

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

や具体策などを学びます。

 とき 3/2㈬10:00～12:00　

 講 師 河合克仁さん（㈱アクティビス

タ代表取締役社長）

 定 員 50人（抽選）

 その他 オンライン会議システム「Zoom」 

で受講。MUSASHi Innovation  

Lab CLUEでの視聴可

 申込み 2/18㈮までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2188）

   66387

布ぞうりを作ろう!

 とき 3/19㈯、3/20㈰（全２回）9:30～ 

12:30

 ところ 青少年センター

 定 員 10人（抽選）

 料 金 800円

 申込み 2/19㈯～3/5㈯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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