
ポスターでみる戦争映画

平和を求めて展

戦争映画のポスターのほか、戦争に関

する書籍などを鑑賞できます。

 とき 8/5㈮～8/14㈰9:00～17:00

 ところ 市民文化会館

 その他 8/7㈰、8/13㈯14:00からギャ

ラリートークを開催

 問合せ 豊橋文化振興財団（☎39・5211）

アイプラザ豊橋カルチャークラブ

二胡入門講座

 とき 8/7、8/28、9/11、9/25の日曜日

（全4回）13:00

 講 師 山口美貴子さん（豊橋二胡同 

好会）

 定 員 8人（申込順）

 料 金 8,800円

 その他 火曜日コースも実施。日程など

詳細はアイプラザ豊橋ホーム

ページ参照

 申込み 随時、アイプラザ豊橋（☎46・

7181）

生活・介護支援サポーター

養成講座

高齢者の特徴と関わり方を講義と実習

で学びます。

 とき  ①9/1～10/6の木曜日（9/29を 

除く）13:00～16:00、9/23㈷～ 

10/5㈬に実習1日あり②9/30㈮、

10/6㈭、10/14～11/4の金曜日

13:30～16:30（各全6回）

 ところ ①青陵地区市民館ほか②大清

水まなび交流館「ミナクル」　

 対 象 市内在住の方　

 定 員 ①10人②20人（各申込順）

 その他 修了証を交付　

 申込み ①は8/26㈮までに、さわらび

地域包括支援センター（☎54・

3521）、②は9/15㈭までに彩

幸地域包括支援センター（☎

23・6014）　

 問合せ 長寿介護課（☎51・3134）

  69248

下条取水場、小鷹野浄水場、

多米配水場を一般公開します

国の登録有形文化財建造物の上水道

施設などを見学できます。

 とき 8/6㈯、8/7㈰9:00～16:00

 その他 小鷹野浄水場、多米配水場は

30分ごとに案内。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）

  84768

どきどき挑戦講座

■はじめてのオカリナ

 とき 9/8～10/13の木曜日（全6回）

13:30～15:00

 対 象 市内在住の方

 定 員 15人（抽選）

 料 金 1,200円

 持ち物 オカリナ

 申込み 8/7㈰～8/20㈯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

■はじめての俳句

 とき 9/21～10/12の水曜日（全4回）

10:00～11:30

 対 象 市内在住の方

 定 員 10人（抽選）

 料 金 800円

 申込み 8/18㈭～9/1㈭に青少年セン

ター※青少年センターホーム

ページからも申し込み可

■ママのための写真術講座

子どもの写真の撮り方や整理の方法を

学びます。

 とき 9/22～10/13の木曜日（全4回）

10:00～11:30

 対 象 市内在住の女性

 定 員 10人（抽選）

 料 金 800円

 申込み 8/19㈮～9/2㈮に青少年セン

ター※青少年センターホーム

ページからも申し込み可

［共通事項］

 ところ 青少年センター

催し・講座

まちなか未来ビジョン策定

ワークショップ

ビジョンの策定に向けて、中心市街地

の将来像を考えます。

 とき 8/19㈮18:00～20:00

 ところ こども未来館「ここにこ」

 対 象 高校生以上

 定 員 80人（先着順）

 問合せ まちなか活性化センター（☎

53・7211）

  95206

シルバーちょこっと講座

■筆ペンで名前書き

芳名帳や慶弔袋に名前を書くコツを学

びます。

 とき 9/11㈰10:00～12:00

 対 象 市内在住の方

 定 員 10人（抽選）

 料 金 100円

 持ち物 筆ペン

 申込み 8/11㈷～8/25㈭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

秋の葦毛湿原観察会

湿原と周辺の植物を観察し、湿原を取

り巻く環境を学びます。

 とき 9/3㈯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 8/1㈪から文化財センター（☎

56・6060）
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支 援

愛知県在宅重度障害者手当の所得

状況届の提出期限は8月31日㈬です

8月分以降も継続して愛知県在宅重度

障害者手当を受けるには、所得状況届

の提出が必要です。7月下旬に、受給

者に通知を送付しました。8月5日㈮を

過ぎても届かない方は、お問い合わせ

ください。

 問合せ 障害福祉 課（☎ 51・2345 

56・5134）

  8025

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

脳の健康教室

学習サポーター

認知症予防のための簡単な読み書き、

計算を補助します。

 とき 10月～来年2月の週1回。午前

（一部午後）の3時間程度

 ところ あいトピア、各地域福祉センター

 その他 9/9㈮13:00～16:45に、あい

トピアで開催する研修会への

参加が必要

 申込み 9/1㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

ええじゃないか豊橋まつり

観光物産博覧会出店者

 とき 10/15㈯、10/16㈰

 ところ 豊橋公園内芝生広場周辺

その他 申込方法など詳細は豊橋まつり

振興会ホームページ参照

 問合せ 商工業振興課（☎51・2437）

映画のまち・ロケのまち豊橋

ロケ仕掛け人 鈴木惠子が語る裏話

 とき 8/27㈯13:30～15:00

 ところ ①牟呂地区市民館②各地区市

民館（①を除く）

 その他 ②はオンライン会議システム

「Zoom」で受講

 申込み 8/16㈫までに①は牟呂地区市

民館（☎32・4615）、②は各地

区市民館

  23387

とよはし歴史探訪

歴史的建造物をめぐる

豊川市に残る歴史的建造物を見学し

ます。

 とき 9/10㈯ 9:00～16:40

 ところ 大橋屋（旧旅籠鯉屋）、豊川海軍

工
こうしょう

廠平和公園ほか

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

 講 師 望月昭さん（あいちヘリテージ

マネージャー）

 定 員 18人（抽選）

 料 金 500円

 その他 集合・解散は文化財センター 

※バス使用

 申込み 8/23㈫（必着）までに、返信先

明記の往復はがき（1枚2人まで）

で講座名、参加者全員の住所・

氏名・年齢・電話番号を文化財

センター（〒440-0897松葉町

三丁目1☎56・6060）

市民福祉の日 記念講演

子育てとがんの治療に奮闘した体験談

を聞けます。

 とき 8/21㈰11:30～13:00

 ところ ライフポートとよはし

 講 師 笠井信輔さん（フリーアナウンサー）

 定 員 30人程度（抽選）

 申込み 8/10㈬（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚1人まで）

でイベント名、住所、氏名、電

話番号を豊橋市社会福祉協議会

（〒440-0055前畑町115）

 問合せ 福祉政策課（☎51・2343）

  94652

事業承継セミナー

M&A 買う側の注意点

企業の買収を数多く手掛けた方から体

験談を聞けます。

 とき 9/15㈭14:00～16:30　

 ところ とよはし産業人材育成センター

 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 30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 9/2㈮までに申込書を商工業振

興課（☎51・2426 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

  94694
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