
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 4/14㈭、5/12㈭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

 申込先 随時、健康増進課（☎39・9145）

   6779

市民大学トラム

■うえむらゆみこの　

　始めよう！消しゴムはんこ

 とき 5/18、6/15、7/20、8/17、 

9/21、10/19、11/16の水曜日 

（全7回）13:30～15:30

 料 金 4,600円

 申込み 4/28㈭までに北部地区市民館

（☎53・4212）

■映画って本当にいいもんですね

 とき 5/19、6/2、6/16、6/30、7/14 

の木曜日（全5回）10:00～11:30

 料 金 1,500円

 申込み 5/8㈰までに東陵地区市民館

（☎64・8088）

■フラメンコ舞踏家・古橋紀子さんによる

　健康エクササイズ

 とき 5/20～6/24の金曜日（全6回）

13:30～14:45

 料 金 1,500円

 申込み 4/27㈬までに南部地区市民館

（☎47・0974）

■初心者向け 筆ペンで美文字を書こう!

 とき 5/26、6/9、6/23、7/7、7/21 

の木曜日（全5回）10:00～11:30

 料 金 2,500円

 申込み 5/5㈷までに南陽地区市民館

（☎48・6576）

■英会話で楽しもう!

 とき 6/11 ㈯、6/18 ㈯、6/25 ㈯ 

（全3回）10:00～11:30

 料 金 1,500円

 申込み 5/27㈮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

催し・講座

春の葦毛湿原観察会

湿原と周囲の植物を観察し、湿原を取

り巻く環境を学びます。

 とき 4/23㈯9:30～11:30

 講 師 豊橋湿原保護の会

 定 員 60人（申込順）

 その他 集合は長尾池公園隣東屋

 申込み 4/1㈮から文化財センター（☎

56・6060）

GW企画 KTJアニマルハンター

館内に隠された動物の絵を探して遊びます。

 とき 4/29㈷～5/8㈰9:00～16:00

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

東三河生涯学習連携講座

再発見!東三河の宝 春編

 とき ①5/20㈮10:00～12:00②5/27㈮ 

10:30～12:00③6/10㈮10:00～ 

12:30（全3回）

 ところ ①豊橋競輪場②田峯城周辺（設

楽町）③長篠城址周辺（新城市）

 対 象 どなたでも（東三河地域在住・

在勤の方優先）

 定 員 50人（抽選）

 申込み 4/21㈭までに生涯学習課（☎

51・2850）

   23387

就学へのステップのつどい

①講演上映会②体験談をきく会

 とき ① 5/18 ㈬、5/19 ㈭、5/21 ㈯

10:00～11:30②6/2㈭、6/3㈮ 

10:00～12:00（②は各日で

テーマが異なる）

 ところ ①保健所・保健センター②こど

も発達センター

 対 象 市内在住で小学校就学を控え

た発達に心配のある子どもの

保護者

 講 師 ①こども発達センター医師ほか

 定 員 ①各50人②各20人（各申込順）

 その他 講演内容など詳細はホームペー

ジ参照

 申込み ①は4/5㈫～5/6㈮、②は4/5㈫～ 

5/20㈮に、こども発達センター

（☎39・9200）

   70117

ええじゃないか豊橋・市電の日

■さわやかウォーキング

豊橋駅から、こども未来館を経由して、

競輪場まで歩きます。

 とき 4/10㈰8:00（受け付けは8:00～ 

12:00）

 その他 集合は豊橋駅在来線改札前

 問合せ JR東海（☎050・3772・3910）、

都市交通課（☎51・2620）

■とよはし市電を愛する会 記念特別展

伊奈彦定さんの絵画のパネルなどを展

示します。

 とき 4/10㈰9:30～17:00

 ところ こども未来館「ここにこ」

 問合せ とよはし市電を愛する会 鈴木

（☎080・3615・5137）、都市

交通課（☎51・2620）　

［共通事項］

 その他 市内線全線の小児（小学生以

下）運賃は無料

   91206

16



①助産師②看護師の修学資金を

無利息で貸与します

 対 象 ①助産師養成施設（助産学校な

ど）②看護師養成施設（看護専

門学校、看護大学など）に在学

し、卒業後に市民病院へ勤務を

希望する学生

 金 額 ①月額10万円以内（総額120万

円）②月額4万円以内（総額48

万円）※いずれも授業料による

 その他 卒業後、市民病院で①は貸与期

間の3倍に相当する期間（上限

3年）、②は貸与期間と同じ期間

を勤務した場合は、修学資金の

返還を免除

 問合せ 市民病院管理課（☎33・6277）

障害者向け交通助成券などを

配布します

■交通助成券など

交通助成券5,000円分（電車、豊橋鉄

道各路線バス、コミュニティバスで使

用可）、タクシー料金助成券5,000円

分、元気パス助成券5,000円分のいず

れかを配布します。

 対 象 小学生以上の障害者手帳所持者

■タクシー料金助成券（15,000円分）

 対 象 身体（視覚・下肢・体幹・移動機

能・内部障害1～3級）、療育（A・

B判定）、精神（1・2級）のいずれ

かの障害者手帳を所持し、自動

車・軽自動車税（種別割）の減免

措置を受けていない方

［共通事項］

 とき ［障害福祉課］4/15㈮～来年3/31㈮ 

［各窓口センター］5/11㈬～

9/30㈮

持ち物 所持する全ての障害者手帳

 問合せ 障 害 福 祉 課（☎ 51・2345 

56・5134）

   8023

仕事に役立つ知識とスキルを磨く

中小企業人材育成支援研修（全14講座）

情報化や技術者の育成方法、経営企画

などを学びます。

 とき 6月下旬～12月

 ところ 豊橋サイエンスコアほか

 定 員 各10～18人（申込順）

 料 金 各3,000～9,000円（市外在住・ 

在勤の方は倍額）

 その他 講座内容など詳細はホームペー

ジ参照

 申込み 4/28㈭～各10日前までに㈱サ

イエンス・クリエイトホームペー

ジで必要事項を入力

 問合せ ㈱サイエンスクリエイト（☎44・

1111）、商工業振興課（☎51・

2437）

   15757

自然史博物館 ワークショップ

潮干狩りで生きものを探そう

貝類やカニ類を観察し、干潟の生態系

を学びます。

 とき 5/14㈯9:00～12:30

 ところ 前芝海岸

 対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

 講 師 当館学芸員

 定 員 25人（抽選）

 その他 集合・解散は総合動植物公園 

※バス使用

 申込み 4/28㈭（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

話番号を自然史博物館（〒411-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）

支 援

豊橋市心身障害高校生①奨学金

②入学準備金を支給します

 対 象 市内在住の障害者手帳所持者

で、特別支援学校高等部などに

在学または新規で入学する方　

支給額 ①月額10,000円②17,500円

（②は4月中に申請した新規入

学者のみ）

 その他 ①は申請日の属する月分から

令和5年3月分まで支給。①②

共に所得制限あり

 申 請  4/1㈮～来年3/1㈬に直接、障

害者手帳、在学証明書または入

学証明書、本人の預貯金通帳

を障害福祉課（☎51・2345 

56・5134）

   18210

市民活動総合補償制度

市民活動中の事故を補償します

自治会、ボランティア団体などの市民

活動団体が、国内で無報酬かつ自発的

に行う社会貢献活動での、傷害と賠償

責任を補償します。事故発生から30日

以内に、事故報告書と参加者名簿を含

む活動計画書を市民協働推進課へ提

出してください。なお、市民活動団体

が補償を受けるには「どすごいネット」

への事前登録が必要です。補償内容な

ど詳細は市民協働推進課で配布の案

内パンフレットやホームページをご覧

ください。

 問合せ 市民協働推進課（☎51・3201）

   10256
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