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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の

理論と実技を学びます。

 とき 5/12～6/16の木曜日（全6回）

13:30～15:30

 ところ あいトピア

 対 象 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 4/28㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

レクリエーション・

インストラクター養成講座

レクリエーションに役立つ理論や実技

を学びます。

 とき 5/15～9/25の当センターが

指定する日曜日（全9回）9:10～ 

16:05

 ところ 青少年センター

 対 象 高校生以上

 定 員 30人（抽選）

 料 金 5,500円

 申込み 4/15㈮～4/29㈷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

学習教室ステップ

大学生講師が勉強を教えます。

 とき [ 土曜日]カリオンビル [ 第1・

3土曜日]豊校区市民館 [第2・

4土曜日]南部窓口センター、

視聴覚教育センター13:30～

16:30※視聴覚教育センター

は13:00～16:00

 対 象 市内在住で、生活に困窮してい

る世帯やひとり親家庭などの中

学生、高校生※カリオンビルは

小学4～6年生も可

 申込み 随時、生活福祉課（☎51・2313）、

子育て支援課（☎51・3161）

   55224

豊橋総合いけばな展

市内の9流派が生け花を展示します。

 とき 4/23㈯、4/24㈰10：00～16：00

 ところ 市民文化会館

 問合せ 豊橋文化振興財団（☎39・5211）

地域未来塾ステップ

大学生ボランティアと学習指導員が自

主学習をサポートします。

 とき 5月～来年3月の第2・4日曜日

13:30～16:30　

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住で学習塾などに通って

いない①小学4～6年生②中学生

 定 員 ①②合わせて20人（抽選）※生

活困窮・ひとり親世帯優先

 申込み 4/18㈪までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 生涯学習課（☎51・2846）

   50439

春まつり（つつじ）

 とき 4/16㈯～5/5㈷（開花状況によ

り変更の場合あり）

 ところ 向山大池周辺

 その他 4/24㈰10:00から先着でプレ

ゼント（春の花の苗）あり

 問合せ 春まつり実行委員会（観光振興

課内☎51・2430）

   8075

催し・講座

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 5/19㈭13:00～15:30

 ところ 大清水地域福祉センター

 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 5/12㈭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

春学期語学講座（①英会話②中国語

③フランス語④おやこde英会話）

 とき 5～7月の当協会指定日（各全

10回）

 ところ まちなか図書館

 料 金 ①～③一般10,000円、会員

7,000円④1組8,000円

 その他 4/9㈯に予約不要の無料体験

あり。講座内容など詳細は豊橋

市国際交流協会ホームページ

参照

 申込み 4/26㈫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

 問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）
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合同企業説明会

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 4/21㈭、5/19㈭13:00～17:00

 ところ ロワジールホテル豊橋

 対 象 おおむね44歳以下の求職者、

家族

 問合せ 商工業振興課（☎51・2435）

   19300

肢体不自由者ガイドヘルプ

ボランティア講習会

肢体不自由者の外出援助をする際の

介助方法を学びます。

 とき 5/14㈯、5/15㈰（全2回）10:00～ 

15:30

 ところ あいトピア

 定 員 10人（申込順）

 料 金 500円

 申込み 4/1㈮～5/6㈮に豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

家庭教育セミナー

■親子で楽しいピザづくり!

 とき 6/5㈰9:30～12:00

 ところ 東部地区市民館飯村分館

 対 象 小学生以下1人と保護者

 料 金 1組500円

 申込み 5/8㈰までに東部地区市民館

飯村分館（☎64・5261）

   23387

地域力向上講座

■Zoom体験はじめの一歩

　オンラインでビデオ通話を楽しもう

 とき 6/3㈮13:30～15:00

 申込み 5/20㈮までに青陵地区市民館

（☎61・9285）

■体幹トレーニングでみんな元気!

 とき 6/4㈯10:00～11:30

 申込み 5/20㈮までに高師台地区市民館 

（☎48・1321）

［共通事項］

 ところ 各申込先

   23387

花交流フェア2022

花壇や寄せ植えの展示、花のフリーマー

ケットなどを楽しめます。

 とき 5/3㈷～5/5㈷

 ところ 豊橋公園

 その他 有料イベント参加者にプレゼント

（花苗など）あり

 問合せ 豊橋みどりの協会（☎41・7400）

見たい!食べ隊!豊橋農業!

いちご大福と新茶

いちご大福の作り方や新茶の淹れ方を

学びます。

 とき 5/28㈯13:30～15:30

 ところ ライフポートとよはし

 講 師 宮野久留美さん（農村生活アド

バイザー）

 定 員 18人（抽選）

 料 金 2,500円

 申込み 4/1㈮～5/13㈮にホームペー

ジで必要事項を入力

 問合せ 農業支援課（☎51・2472）

   92505

東三河8市町村の

イベント情報を

紹介します。

2022年 4月

6月
〜萩のミツバツツジ

まつり
4/1㈮〜4/20㈬

冨士神社周辺

群生する約2万本のコバノミツバツツジ

が紅紫色に咲き誇る中を散策できます。

豊川市観光協会　☎0533・89・2206

ホタルのさんぽ道
6月中・下旬

東栄町役場周辺

大千瀬川と足込川それぞれの趣が異なる観

賞エリアで、舞い飛ぶホタルを見られます。

東栄町観光まちづくり協会　☎0536・76・1780

潮干狩り
6月中旬まで

蒲郡市内の海岸6か所

竹島海岸や三河大島などの漁場で名物の

アサリ採りを楽しめます。

蒲郡市観光まちづくり課　☎0533・66・1120

茶臼山高原 芝桜まつり
5/14㈯〜6/5㈰

茶臼山高原

約40万株の芝桜を観賞できるほか、初夏の

高原の散策を楽しめます。

茶臼山高原協会　☎0536・87・2345

田原凧まつり
5/21㈯、5/22㈰

中央公園ほか

子の健やかな成長を願う「初凧揚げ」や、大

空で糸を切り合う「けんか凧」を楽しめます。

渥美半島観光ビューロー　☎0531・23・3516

豊川市

東栄町蒲郡市

豊根村 田原市
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