
       MAYA先生の Let'sバランスボール！ 
 
バランスボールで身体を整えよう！ 
未経験の方、大歓迎！大人気の MAYA先生が、初めての方にも優し

く教えてくれます。 

★日時：10/1～10/22の土曜日（全 4回） 
各回とも 10:00～11:00 

★内容：バランスボールを使った運動で健全な身体作りを目指しま

す。 
★場所：吉田方地区市民館 
★対象：どなたでも 

★定員：15名（抽選） 
★受講料：1,500円 
★講師：山本真耶さん 

（バランスボールインストラクター） 
★申込：9/20（火）までに吉田方地区市民館へ 

☎ 32-3978 e-mail：yoshi-da@tees.jp 

作中久雄が語る“天下人 家康”の世界 
 

2023 年大河ドラマ「どうする家康」を先取りし，徳川家康につい

て学びます。 
★日時：10/6，11/10，12/8，1/12，2/9の木曜日(全 5回) 

各回とも 10：00～11：30 

★内容：家康がその時代をどのように生き抜いていったか，戦などを
中心にして学びます。大河ドラマをより興味深く見ることが
できます。 

★場所：高豊地区市民館 
★対象：どなたでも 
★定員：20名（抽選） 

★受講料：1,500円 
★講師：NHK文化センター講師 作中久雄さん 
★申込：9/22(木)までに高豊地区市民館へ 

    ☎ 21-2824  e-mail：taka-toyo@tees.jp 
〔オンラインで受講(500円）できる地区市民館あり〕 

   わが街のいいとこ再発見！ 
～あなたも名リポーター～ 

 
地元メディアから街の魅力の発見と発信の極意を楽しく学びま

す。 

★日時：9/29,10/13,10/27の木曜日（全３回） 
    各回とも 10:00～11:30 
★内容：街の魅力の探し方や伝え方を実際に鷹丘校区の街歩きをす

るなどして学びます。 
★場所：東陵地区市民館（鷹丘校区内の散策あり） 
★対象：どなたでも 

★定員：20名（抽選） 
★講師：草柳顕さん（ティーズ）、竹内竹蔵さん（エフエム豊橋） 
★申込：9/18（日）までに東陵地区市民館へ 

        ☎ 64-8088 email：toryo@tees.jp 

   光・水・大地とともにガーデンガーデン 

 
店舗内の見学をはじめ、花の寄せ植えの実習をしたり、野菜を育

てるこつを学んだりします。 

★日時：10/19,10/26,11/2の水曜日（全 3回） 
各回とも 13:30～15:00 

★内容：花の寄せ植えや野菜作りの実習 

★場所：ガーデンガーデン（大岩町） 
★対象：どなたでも 
★定員：10名（応募者多数の場合は抽選） 

★材料費：第 2回・3回は各 2,000円 
★講師：ガーデンガーデン店長並びに社員の方 
★申込：8/30(火)～9/16(金)までに東部地区市民館飯村分館へ 

 ☎ 64-5261 e-mail：imure@tees.jp 

    地域の企業のあゆみ 
 

地域の企業であるサーラエナジ―（株）の歴史や理念を学ぶとと

もに、私たちの生活に身近なガスや電気について理解を深めます。 

★日時：①10/26，②11/2，③11/9の水曜日（全 3回） 

各回とも 10：00～11：30 

★内容：①サーラエナジ―（株）のあゆみとサーラグループ 

②身近な事例から学ぶ安心ガスライフ 

③もっと知ろう！ガスや電気のこと 

★場所：羽根井地区市民館 

★対象：どなたでも 

★定員：40名 

★講師：サーラエナジ―（株）豊橋供給センター 

     保安グループ 工事立会チーム 

 リーダー 西山和郎さん 

★申込：9/30(金)までに羽根井地区市民館へ 

☎ 32-5050  e-mail：ha-nei@tees.jp 

   いいとこいっぱい!二川再発見講座 
 
～郷土の偉人・小渕志ちの功績と 

エニシング帆前掛け工場見学～ 
かつての蚕都・豊橋の中核を担った小渕志ちの功績を振り返り、

令和の時代に二川に設立されたエニシング帆前掛け工場の見学とと
もに、歴史の「縁」を学びます。 
★日時：➀10/29(土)、②11/4(金)  (全 2回) 

         各回とも 13:30～15:00 
★内容：➀講話「小渕志ちの生涯と功績」(仮題) 
        ➁講話と工場見学「エニシング帆前掛け工場の理念と製造

工程見学」(仮題) 
★場所：➀二川地区市民館 ➁二川地区市民館・エニシング帆前掛

け工場(徒歩で移動) 

★対象：どなたでも 
★定員：15名(抽選) 
★講師：➀松田 幸市 さ ん (元二川地区市民館館長) 

        ➁西村 和弘 さ ん (有 限 会 社 エ ニ シ ン グ 取 締 役 社 長 ) 
★申込：9/25(日)までに二川地区市民館へ 
    ☎/FAX 41-0551 e-mail：hutagawa@tees.jp 
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       「シニア向け！健康に 
動き続けるためのサポート講座」 

 
シニア世代が、足腰の機能を高め、生き生きと生活できることをサ

ポートします。 
★日時：10/5（水）13:30～15:00 
★内容：柔道整復師から、足腰の機能低下を防ぐ運動などを学びま

す。 
★場所：東部地区市民館 
★対象：シニア世代 

★定員：15名（抽選） 
★講師：金城光伸さん（柔道整復師） 
★申込：9/15（木）までに東部地区市民館へ 

☎ 63-3810   e-mail:tobu@tees.jp 

       多文化共生講座 
海外へ飛び出そう！ 

 
★日時：10/1(土) 10:00～11:30 
★内容：多くの外国人の方々が暮らすまち豊橋。豊橋の外国人住民の

皆さんの実態を知り、他国の文化を理解し、尊重する心を育
て、多文化共生のためにできることを一緒に考えましょう。 

★場所：東陽地区市民館 

★対象：どなたでも 
★定員：30名程度（抽選） 
★講師：豊橋市役所 多文化共生・国際課 

★申込：9/15(木)までに東陽地区市民館へ 
    ☎ 61-7741  e-mail：toyou@tees.jp 

       避難所運営「快食・快眠・快便」 
 

運営のノウハウを「美味しく・健やかに」体験する。 

★日時：10/20（木）13：30～15：00 

★内容：すべての部屋を使って避難所体験 

★場所：本郷地区市民館 

★対象：どなたでも 

★定員：30名（抽選） 

★講師：防災危機管理課と岩田庸宏さん 

★申込：9/30（金）までに本郷地区市民館へ 

    ☎ 46-8487 e-mail：hongo@tees.jp 

        「語り部による親子 3代で楽しむ石巻のおもしろい民話」 

 
～昔話を通して地元のことをもっと知ろう！親子 3代（4代）で聞いてね💛～ 

★日時：10/8(土)13:30～15:00 
★内容：豊橋の民話がたりの第一人者小柳津糺さんに石巻地区の民話を中心に語っていただきます。 

ギター演奏は大原伸治さん。 

★場所：石巻地区市民館 多目的室 
★対象：どなたでも（小さなお子さんから高齢者まで） 
★定員：30名 

★講師：小柳津 糺さん，大原 伸治さん 
★申込：9/29(木)までに石巻地区市民館 

☎ 88-1317 e-mail：ishi-maki＠tees.jp 

講座申込み 

フォーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       親子で野菜クッキング 
～ 野菜ソムリエと百濃人 ～ 

 
野菜ソムリエの指導で旬の柿を使った料理をつくりまし

ょう。  
★日時：11/27（日）10:00～12:00 
★内容：百濃人のお話などを通して知識を高め、親子でおい

しい料理をつくって絆もアップ！ 
★場所：北部地区市民館 
★対象：小学生と保護者 
★定員：8組（抽選） 
★材料費：2名で 1,200円 
★講師：中神明子さん 鈴木義弘さん 鈴木教広さん 
★申込：11/2（水）までに北部地区市民館へ 
    ☎ 53-4212  e-mail：hokubu@sala.dti.ne.jp 

       親子で楽しく生き物観察！ 
～ 植田には生き物がいっぱい！ ～ 
 

★日時：10/30（日）10：00～12：00 
※雨天の場合 11/6（日）が予備日 

★内容：植田地区の自然の中を歩きながら、鳥や昆虫、植物
などの生き物観察を行います 

★場所：植田大池の憩いの広場に集合し、 
精進池周辺へ 

★対象：小学生の親子 
★定員：15組（抽選） 
★講師：牧野紀子さん（自然観察指導員） 
★持ち物：筆記用具、水筒、あればルーペ 
★申込：10/18（火）までに南稜地区市民館へ 

☎ 26-0010 e-mail:nanryo@city.toyohashi.lg.jp 

        「未来のために取り組もう！ 
ごみ減量とリサイクル」 

 
リサイクルをはじめ、食品ロスやプラスチックごみ、災害ごみなど

について改めて考えてみませんか？ 
★日時：11/6（日）10:00～11:30 
★内容：ごみ減量・リサイクルの大切さを知り、生ごみや古紙の分別

など家庭でできるごみ減量について考えます。 
★場所：南陽地区市民館 
★対象：どなたでも 

★定員：20名（抽選）  
★講師：市役所ゼロカーボンシティ推進課職員 
★申込：10/16（日）までに南陽地区市民館へ 

    ☎ 48-6576  e-mail:nanyo＠tees.jp 

南 陽 東 部 

南 稜 
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