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がん患者サロン

患者や患者の家族同士で交流します。

 とき 6/28㈫14:00～15:40

 ところ 市民病院

 定 員 30人（先着順）

 問合せ 市民病院がん相談支援センター

（☎33・6290）

家具等再生品展示・販売会

 とき 7/2㈯～7/7㈭9:30～16:00

 ところ 市役所市民ギャラリー

その他 小・中型家具は即売、当日持ち

帰り。大型家具は入札で購入者

を決定し、後日落札者本人が運

搬。販売する大型家具はホーム

ページで閲覧可

 問合せ 収集業務課（☎61・4136）

  9259

事業系ごみ適正処理セミナー

事業所から出るごみの処理方法を学びます。

 とき 7/15㈮13:30～15:30

 ところ 公会堂

 対 象 市内の事業者、市内在住の方

 講 師 ㈱ユニバース

 定 員 100人（申込順）

 申込み 7/8㈮までに申込書を廃棄物

対 策 課（☎ 51・2410 56・

0566）※申込書はホームペー

ジで配布

  80053

春の豊橋まちなか歩行者天国

Sweets＆Coldフェス

ソフトクリームやパンケーキなどを購

入できます。

 とき 6/12㈰11:00～16:00（雨天中止）

 ところ 広小路一・二丁目、ときわアー

ケード

 その他 商品を購入した方を対象に抽選

会を実施。10:00～17:00に広

小路一・二丁目で交通規制を実施

 問合せ 広小路歩行者天国実行委員会 

（まちなか活性課内☎55・8101）

  92527

豊橋みなとフェスティバル

ポートバスツアー

三河港周辺の工場などを見学します。

 とき 7/18㈷10:00～15:00

 その他 集合・解散はポートインフォメー

ションセンター「カモメリア」。

別コースのバスツアーを同日程

で開催。申込方法など詳細は

ホームページ参照

 問合せ 豊橋みなとフェスティバル実行

委員会事務局（☎53・7211）、

みなと振興課（☎34・3710）

  93073

人にやさしいまちづくり啓発講座

車いす体験などを通して、安心して暮

らせる街について考えます。

 とき 7/23㈯、7/30㈯、8/6㈯（全3

回）10:00～15:30

 ところ 市役所講堂

 定 員 50人（申込順）

 その他 1日のみの参加可。全3回を受

講した方に認定証を交付

 申込み 6/1 ㈬～ 6/30 ㈭に住 所、氏

名、年齢、電話番号を建築指導

課（☎ 51・2587 56・3815 

kenchikushido@city.

toyohashi.lg.jp） 

  51796

ジオツアー 河原の石はどこから？

豊
とよがわ

川の河原に集まる石のルーツを探ります。

 とき 7/23㈯9:00～16:30

 ところ 新城市ほか

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

 講 師 自然史博物館学芸員

 定 員 20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 7/7㈭（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（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）

催し・講座

見たい！食べ隊！豊橋農業！

親子で楽しむ五平餅作り 

 とき 8/3㈬13:30～15:30

 ところ ライフポートとよはし

 講 師 村田恵理子さん（農村生活アド

バイザー）

 定 員 10組（抽選）

 料 金 1組2,000円

 申込み 6/1㈬～7/20㈬にホームペー

ジで必要事項を入力

 問合せ 農業支援課（☎51・2461）

  93119

自然史博物館ワークショップ

外来魚調査隊

外来魚の問題点や見分け方を学びます。

 とき 7/27㈬9:20～12:00

 ところ 向山大池

 対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）

 講 師 当館学芸員

 定 員 30人（抽選）

 料 金 200円

 その他 集合・解散は市民文化会館

 申込み 7/1㈮（必着）までに返信先明記

の往復はがきでイベント名、参

加者全員の住所・氏名・年齢・電

話番号を自然史博物館（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）
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教科書展示会

小・中学校などの教科書見本を閲覧で

きます。

 とき 6/21㈫まで（月曜日を除く）平

日9:30 ～ 19:00、土・日曜日

9:30～17:00

 ところ 中央図書館

 問合せ 教育会館（☎33・2113）

  66244

しょうぶ植え付け体験

 とき 6/23㈭～6/25㈯10:00～

12:00
 ところ 賀茂しょうぶ園
 定 員 各30人（抽選）
 その他 プレゼント（しょうぶと花苗）あり
 申込み 6/15㈬までに公園緑地課（☎

51・2654）

  56031

おさんぽマルシェ

帆前掛けやレザーブレスレットなどを

購入できます。

 とき 6/12㈰11:00～16:00（雨天中止）

 ところ 萱町通り

 その他 松葉公園にキッチンカーが出店。

参加店舗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）、

公園緑地課（☎51・2434）

  93040、82794

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 7/21㈭13:00～15:30

 ところ つつじが丘地域福祉センター

 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 7/14㈭までに住所、氏名、電

話番号を東部地域包括支援セ

ンター（☎64・6666）

  24204

花しょうぶまつり

 とき 6/7㈫まで

 ところ 賀茂しょうぶ園

 その他 日没～21:00に夜間照明を実施

 問合せ 花しょうぶまつり実行委員会（観

光プロモーション課内☎51・

2430）

  83843

アイプラザ豊橋

フラワーアレンジメント講座

プリザーブドフラワーで飾ったリース

を作ります。

 とき 7/31㈰10:00～12:00

 定 員 12人（申込順）

 料 金 6,300円

 申込み 6/18㈯10:00からアイプラザ

豊橋（☎46・7181）

猫の家族さがし登録会

飼い方などの講習後、保護猫を譲り受

けるための登録をします。

 とき 6/25㈯10:30～12:00（受け

付けは10:00～10:30）

 ところ 保健所・保健センター

 その他 当日、保護猫がいる場合は登録

会後に見学可。登録条件など

詳細はホームページ参照

 問合せ 生活衛生課（☎39・9127）

  7900

桜守ボランティア育成講座

桜の現状や保全活動、植え方などを学

びます。

 とき 7/16、11/19、来 年 2/18、

3/11、3/25の土曜日（全5回）

9:00～12:00

 ところ 市民文化会館、向山緑地

 講 師 松井章泰さん（日本花の会桜の

名所づくりアドバイザー）

 定 員 20人（抽選）

 申込み 6/30㈭までに参加者全員の住

所・氏名・電話番号を公園緑地課

（☎51・2655）

  66238

催し・講座

おたまじゃくしの会

不登校やひきこもりの悩みを話し合い、

情報交換をします。

 とき 7/14㈭13:30～15:00

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住で、不登校やひきこも

りの子どもをもつ家族

 申込み 随時、健康増進課（☎39・9145）

  6779

国指定記念シンポジウム

国指定天然記念物と葦毛湿原

天然記念物とは何かを学び、湿原の価

値を考えます。

 とき 7/9㈯13:30～16:30

 ところ 公会堂

 講 師 田中厚志さん（文化庁文化財調

査官）ほか

 定 員 300人（先着順）

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

小鷹野浄水場、多米配水場、

下条取水場を一般公開します

国の登録有形文化財に指定されている

施設などを見学できます。

 とき 6/1㈬～6/7㈫9:00～16:00

 その他 下条取水場の見学は前日まで

に申し込みが必要。申込方法な

ど詳細はホームページ参照

 問合せ 浄水課（☎61・8761）

  76099

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 6/23㈭13:00～17:00

 ところ 豊橋商工会議所

 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
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