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美術館めぐり
豊川文化協会 89－7082

期日⇔12月6日㈬・8日㈮
見学先⇔三甲美術館（岐阜県）、
メナード美術館（小牧市）
集合場所・時間⇔桜ヶ丘ミュージ
アムに8：30
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の16歳以上
定員⇔各回22人 
費用⇔3,800円
申込⇔11月15日㈬まで（消
印有効）。往復はがきに①希望
日（どちらか１日）②郵便番号・
住所③氏名④年齢⑤電話番号
⑥勤務先（学校名）⑦同伴者が
あれば同伴者の住所・氏名（１人
まで）を記入の上、豊川文化協会

（〒442－００６4桜ヶ丘町79
－2）へ。１人１通（同伴者がいる
場合は２人で１通）だけ有効。応
募者多数の場合は抽選

すわポン・諏訪町イルミネーション
都市計画課 89－2147

日時⇔12月2日〜1月14日
17：00〜21：00
会場⇔プリオ周辺
内容⇔イルミネーションでライト
アップ
その他⇔12月2日㈯17:00か
ら、プリオ前特設会場で点灯式
を開催します。合わせて、すわポ
ンのダンスイベントや飲食ブー
スの出店があります

とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔１１月12日㈰
9：00〜11：00（荒天中止）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔市内で生産された農産物
や加工品などの販売

和から洋への装い工夫展
環境課 89－２１４１

日時⇔１１月25日㈯・26日㈰
１０：00〜16：００（26日は１５：
００まで）
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（プリオ5階）
内容⇔「エコ☆はじめの一歩」に
よる寄附された着物から作った
洋服や小物の展示販売など

宮路山もみじまつり
音羽商工会 88－2881

日時⇔１１月26日㈰
10：00〜15：00
会場⇔宮路山第一駐車場他
内容⇔つきたての餅の無料配布、
飲食物の販売など

とが楽市
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔11月15日㈬
10：00〜15：00
会場⇔砥鹿神社
内容⇔東三河を中心に活動する
移動販売車によるグルメなどの
販売、ワークショップ

秋季大祭だ！いなり楽市
都市計画課 89－2147

日時⇔11月18日㈯・19日㈰
10：00〜16：00（雨天中止）
会場⇔豊川稲荷表参道他
内容⇔元気軒下市、新鮮青物市、
フリーマーケットなど
■フリーマーケット出店者募集
募集⇔50店
費用⇔１ブース１，０００円
申込⇔17：00〜20：00、電
話で、いなり楽市実行委員会

（090－4193－0441）へ

冬の献血2017
生涯学習課 88－8035

日時⇔１２月１0日㈰
9：00〜15：00（フリーマーケッ
トは雨天中止）
会場⇔総合体育館前
その他⇔子ども向けのイベント
や飲食物の販売があります
■献血
対象⇔16〜69歳（65歳以上
の方は、60歳を過ぎてから献血
をした方だけ）
■フリーマーケット出店者募集
対象⇔16歳以上
募集⇔３０店（先着順）
費用⇔500円
申込⇔１１月25日㈯10：30〜
11：30、プリオ生涯学習会館で
受付
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ふるさと再発見講座
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔11月18日㈯
10:00〜12:00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔江戸時代から市内に栄え
ていた鋳物と鍛冶の歴史に関す
る解説
定員⇔30人（先着順）
申込⇔電話で受付

東三河人にやさしい 
街づくり講座in新城
建築課 89－2117

日時⇔11月26日㈰
10：00〜16：00
会場⇔新城市消防防災センター
内容⇔発達障害についての講演
や意見交換会など
講師⇔TASUC豊橋・篠原大一
さん他
定員⇔50人（先着順）
申込⇔11月15日㈬まで、電
話で、新城市建設部都市計画課

（0536－23－7640）へ。FAX
（0536－23－7047）でも受
付

災害時通訳ボランティア養成講座
国際交流協会 83－1571

日時⇔12月10日㈰
13：00〜16：00
会場⇔とよかわボランティア・市
民活動センタープリオ
内容⇔災害時の被災外国人支
援や想定される被害状況、通訳
ボランティアとしての心構えの
講義など
講師⇔名古屋外国語大学教授・
吉富志津代さん他
定員⇔30人程度（先着順）
申込⇔11月8日㈬から、直接、
または電話で国際交流協会へ

ＤＶ基礎知識講座
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔11月23日㈭
13：30〜15：00
会場⇔勤労福祉会館
講師⇔フェミニストカウンセラ
ー・加藤佐紀子さん
定員⇔30人（先着順）
申込⇔当日、会場へ
その他⇔有料で託児あり。11
月8日㈬まで、電話で、豊川共
生ネットみらい（０９０－６０８８－
５３０９）へ

講座名 日　時 講　師 定員

日本を英語で
話してみよう！（中級）

12月12日〜3月13日の火曜日
（全12回）13：20〜14：50 中川トゥリサさん 15人

英語で楽しい
ディスカッション（初中級）

12月12日〜3月13日の火曜日
（全12回）19：30〜21：00

ジョニー・
ロバートソンさん 22人

楽しいスペイン語
（初中級）

12月13日〜3月14日の水曜日
（全12回）19：30〜21：00 吉岡マリエラさん 15人

らくらく身につく中国語2
（初中級）

12月14日〜3月15日の木曜日
（全12回）19：30〜21：00 林明子さん 22人

４つの語学講座　　国際交流協会 83－1571
会場⇔勤労福祉会館
対象⇔15歳以上
費用⇔一般10,000円／会員8,000円（らくらく身につく中国語2
は、テキスト代1,800円程度が別途必要）
持ち物⇔筆記用具、ノート、辞書
申込⇔11月6日〜20日、電話で受付。応募者多数の場合は抽選
その他⇔12月26日〜1月4日は休講します

やる気満々商店街等補助事業 
カルフェス
商工観光課 89－2140

日時⇔12月2日㈯・3日㈰
10:00〜17：00
会場⇔プリオ、プリオⅡ
内容⇔親子で参加できるスイー
ツ作りやプラレール体験、なりき
り撮影会など

ひとり親家庭のための 
就業支援講習会
子育て支援課 89－2133

■ガイドヘルパー研修
日時⇔1月13日〜2月24日の
土曜日（全7回）9：30〜17：00
会場⇔未来ケアカレッジ名古屋
駅前校（名古屋市中村区）
費用⇔2,592円
■調剤薬局事務
日時⇔1月20日〜3月3日の土
曜日（全7回）10：00〜15：40
会場⇔国際医療管理専門学校
名古屋校（名古屋市中村区）
費用⇔5,500円
■パソコン講習（お仕事応用）
日時⇔2月3日〜3月3日の土曜
日（全5回）10：00〜15：40
会場⇔中部コンピュータ・パティシ
エ・保育専門学校（豊橋市花園町）
費用⇔867円

【共通事項】
対象⇔ひとり親家庭の母などで
全日程に参加できる方
定員⇔20人
申込⇔11月17日㈮まで、直接、
子育て支援課（本庁舎1階）へ。
応募者多数の場合は抽選
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干支きり絵飾り作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔11月25日㈯、12月2日
㈯13：30〜15：30
会場⇔三河天平の里資料館
定員⇔各回15人（先着順）
申込⇔11月9日㈭から、電話で
受付

日　時 内　容

12月1日㈮
14：00〜
15：30

県精神保健福祉センター所
長・藤城聡さんによる「ひき
こもりの理解と対応」と題し
た講話

12月12日㈫
14：00〜
16：00

ひきこもり経験者による体
験談と参加者同士の交流会

若年者就労支援事業 
とよかわ就職サポート塾
商工観光課 89－2140

期日・内容⇔11月7日㈫・14日
㈫・28日㈫は自己分析・適職診断
／11月9日㈭・30日㈭は個別パ
ソコン教室
時間⇔13：00〜16：00
会場⇔プリオ4階団体活動室
講師⇔社会保険労務士・鬼頭和
裕さん他
定員⇔各回3人（先着順）
申込⇔電話で、がまごおり若
者サポートステーション（６７－
３２０１）へ
その他⇔個別相談も受け付けて
います

リハビリ市民講座
市民病院 86－1111

日時⇔11月26日㈰
14：00〜15：30
会場⇔市民病院講堂
講師・内容⇔市民病院リハビリテ
ーション技術科作業療法士によ
る「みんなで楽しく脳トレーニン
グ」と題した講演など
対象⇔65歳以上
定員⇔40人（先着順）
申込⇔11月17日㈮までの9：
00〜16：00、電話で受付

こんにゃく作り
小坂井文化センター 

78－3586

日時⇔11月28日㈫
9：00〜12：00
会場⇔小坂井文化センター
対象⇔市内に在住、在勤の１８歳
以上
定員⇔16人
費用⇔500円
持ち物⇔エプロン、三角巾、手ふ
きタオル、持ち帰り用容器、キッ
チン手袋
申込⇔11月7日〜15日の9：
00〜17：00、直接、または電話
で、小坂井文化センターへ。応募
者多数の場合は抽選

ひきこもり家族教室
豊川保健所 86－3626

会場⇔保健センター
対象⇔ひきこもり者の家族
定員⇔各回25人（先着順）
申込⇔電話、またはFAX（89－
6758）で受付

ちから塾15回コース　介護高齢課 89－２１０５
内容⇔運動、栄養など、健康づくりの秘けつについての講話など
対象⇔市内に在住のおおむね６５歳以上
持ち物⇔飲み物、タオル、筆記用具
申込⇔11月8日〜14日の９：００から、電話で受付

※いずれも先着順
※詳しい日程は、申込時に確認してください

日　時 会　場 定員

11月20日〜3月19日の月曜日
（全１５回）13：４５〜15：０0 御津福祉保健センター

30人程度
11月22日〜3月14日の水曜日

（全１５回）９：４５〜1１：０0 一宮生涯学習会館

11月30日〜3月22日の木曜日
（全１５回）９：４５〜1１：０0 牛久保公民館 25人程度

写真が語る、いのちのバトンリレー
在宅医療連携推進センター 

89－3179

■講演会
日時⇔11月22日㈬
13：30〜15：30
会場⇔文化会館中ホール
内容⇔看取りの場面の写真を紹
介しながら、幸せな人生とは何か
を考える講演
講師⇔写真家・ジャーナリスト・國
森康弘さん
定員⇔400人程度（先着順）
申込⇔電話で受付
■國森康弘写真展と介護事業所
作品展
日時⇔11月22日〜12月1日
の10：00〜16：00（22日は
13：00〜16：30）
会場⇔文化会館展示室
申込⇔当日、会場へ

國森康弘さん
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在宅診療地区座談会
在宅医療連携推進センター 

89－3179

対象⇔市内に在住の方
定員⇔各40人程度（先着順）
申込⇔電話で受付

秋の里山で身近な生物を探そう！
環境課 89－2141

日時⇔11月26日㈰
10：00〜12：30
会場⇔手取山公園他
内容⇔里山に生息する昆虫や植
物などの観察
講師⇔東三河自然観察会自然観
察指導員
対象⇔小学生以上（小学生は保
護者同伴）
定員⇔15人（先着順）
申込⇔11月6日㈪から、電話で
受付

親子ふれあい工房
豊川市子どもセンター 

（生涯学習課内） 88－8035

日時⇔12月9日㈯
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔クリスマスローズウィンド
ウ作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔18組（先着順）
申込⇔11月22日㈬から、電話
で受付

小・中学校の講師
学校教育課 88－8033

　平成29・30年度に小学校およ
び中学校で勤める常勤・非常勤の
講師、支援員（学級支援員・個別
支援員・特別支援教育支援員）の
登録を受け付けています。
対象⇔講師、学級支援員は、教員
免許を有する方、または平成30
年３月までに取得予定の方（個
別支援員・特別支援教育支援員
は、免許の必要はありません）
申込⇔履歴書と教員免許状（取
得予定者は学生証）をお持ちの
上、直接、学校教育課（音羽庁舎３
階）へ。履歴書はHPからダウンロ
ードできます
その他⇔既登録者で、１年が経過
する方は、再登録が必要です

自衛官（陸上自衛隊高等
工科学校生徒）
自衛隊愛知地方協力本部 
豊川地域事務所 85－2411

　平成30年4月入校の自衛官
を募集します。
資格⇔15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者、または
中等教育学校の前期課程修了者

（卒業見込を含む）
試験日⇔推薦採用は、1月6日か
ら8日までのいずれか1日／一
般採用は、1月20日㈯
申込⇔推薦採用は、12月1日㈮
まで、一般採用は、1月9日㈫ま
で、電話で受付

保健センター臨時職員の登録
保健センター 89－0610

対象⇔保健師・看護師・管理栄養
士・歯科衛生士・臨床心理士の資
格を有する方、大学で心理学を
専攻した方
申込⇔履歴書を、直接、または
郵送で、保健センター（〒442－
0879萩山町3丁目77－1）へ
その他⇔雇用が必要となった際
は、履歴書を参考の上、随時連絡
します

消防出初式で消防車に乗って
行進する小学生
消防本部総務課 89－9576

日時⇔1月13日㈯9：30〜
会場⇔自衛隊グラウンド（予定）
対象⇔市内の小学生（保護者同
伴）
定員⇔15人程度（先着順）
申込⇔11月30日㈭まで、電話
で受付

シルバー人材センターの会員
シルバー人材センター 

84－1851

　清掃、庭木の手入れ、草刈り、工
場の軽作業などをするシルバー
会員を募集しています。対象は、
市内に在住の60歳以上の方で
す。
　入会を希望する方は、11月
15日㈬、12月20日㈬、1月17
日㈬の13：30から開催する入
会説明会へ参加してください。

平成29年分青色決算等説明会
豊橋税務署 

0532－52－6201

日時⇔12月4日㈪
13：30〜15：30
会場⇔文化会館大会議室
内容⇔決算書の記載方法などの
説明
申込⇔当日、会場へ

日　時 会　場 内　容

11月23日㈭
10：15〜
11：15

篠束
集会場

在宅訪問薬剤管理
に関する講話

11月30日㈭
13：30〜
14：30

牛久保
公民館

在宅訪問診療に
関する講話
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　保険者統合後の相談窓口や申請窓口はどこになるの？

　これまでどおり、市の窓口で、介護保険に関する相談や要介護認
定の申請、保険料の授受、被保険者証の再発行などの各種手続き
が行えます。また、東三河地域内であれば、どこの市町村窓口でも
行うことができるようになります。

介護保険だより
平成30年4月から東三河8市町村の介護保険者が東三河広域連合に統合されます

東三河広域連合 0532－26－8460vol.2

Q

A

平成29年分年末調整等説明会
豊橋税務署 

0532－52－6201

日時⇔11月13日㈪
13：30〜15：30
会場⇔文化会館中ホール
内容⇔年末調整の事務手続きな
どの説明
対象⇔源泉徴収義務者
申込⇔当日、会場へ

国民年金保険料の追納制度
保険年金課 89－2177

　国民年金保険料の免除や納
付猶予・学生納付特例を受けて
いた期間の保険料を納付（追納）
することにより、老齢基礎年金を
増額することができます。追納
の承認を受けた月の前10年以
内であれば追納できますが、3年
度目以降の保険料については一
定額が加算されます。追納を希
望する場合は、直接、豊川年金事
務所で手続きしてください。

宝くじの助成金を受けて
市民館などに備品を整備
市民協働国際課 89－2165

　市では、宝くじの社会貢献広
報事業を行う自治総合センター
から、宝くじの助成金を受けて、
金屋・代田・西方市民館、大木会
館にエアコンや冷蔵庫などの備
品を整備しました。

年金労務無料相談会
県社会保険労務士会三河東支部 

86－0271

日時⇔12月3日㈰
10：00〜15：00
会場⇔イオン豊川店
内容⇔年金、雇用管理の相談な
ど
申込⇔当日、会場へ

東三河都市計画道路の 
変更（案）の縦覧
都市計画課 89－2169

縦覧期間⇔11月7日〜21日
縦覧場所⇔都市計画課（北庁舎
3階）、県建設部都市計画課
縦覧内容⇔東三河都市計画道路
３・４・１号国道１号線他１路線（小
坂井町地内）の計画変更案
その他⇔この案について意見が
ある方は、縦覧期間中に県へ意
見書を提出することができます

全国一斉女性の人権ホット
ライン強化週間
名古屋法務局 

052－952－8111

　11月13日から19日までの
女性の人権ホットライン強化週
間に合わせ、暴力やストーカー行
為などの人権問題に関する電話
相談を実施します。
日時⇔11月13日〜17日は8：
30〜19：00／11月18日㈯・
19日㈰は10：00〜17：00
申込⇔相談専用電話（0570－
070－810）で受付

女性に対する暴力をなくしましょう
人権交通防犯課 89－2149

　11月12日から25日までは、
「女性に対する暴力をなくす運
動」期間です。配偶者などからの
暴力（DV）、性犯罪、セクシュア
ルハラスメント、ストーカー行為
などは、男女共同参画社会で克
服すべき重要な課題です。「少し
くらいなら暴力とは言えないの
では」と考えず、お互いの人権を
尊重しましょう。

子ども・若者育成支援　
県民運動強調月間
生涯学習課 88－8035

　11月は「子ども・若者育成支
援県民運動強調月間」です。「育
てよう 自分に勝てる子 負けな
い子」をスローガンに、街頭など
で啓発活動を行います。この機
会に、親子の対話や触れ合いの
時間を多く持ち、青少年を健全
に育てることについて家庭で考
えましょう。

八幡駅周辺地区のまちづくりに
関する説明会
財産管理課 89－2108

日時⇔12月5日㈫19：00〜
会場⇔勤労福祉会館大研修ホ
ール
内容⇔八幡駅周辺地区における
工場撤退後のまちづくりの方向
性についての説明
申込⇔当日、会場へ
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／9月
火災 2件
救急 638件

◯人口と世帯／10月1日現在
総数 183,262人（－60人）
男 91,264人（－55人）
女 91,998人　（－5人）
世帯 70,166世帯（－17世帯）

※交通事故状況と犯罪発生状況について
　は、HPを確認してください。

ママ・ジョブ・あいちの出張相談
商工観光課 89－2140

日時⇔11月27日㈪13：00〜
16：00（1人50分程度）
会場⇔プリオ5階市民相談室
内容⇔専門カウンセラーによる
個別相談
対象⇔結婚・出産・育児などで離
職し、再就職を目指している方
定員⇔3人（先着順）
申込⇔11月20日㈪まで、電話
で、ママ・ジョブ・あいち（052－
485－6996）へ
その他⇔託児あり

畜舎への立ち入りにご注意を
農務課 8９－２１３８

　家畜伝染病は秋から春にかけ
て流行する傾向にあります。畜
舎の敷地に近づいたり、立ち入
らないようにしてください。

駒場池では魚釣り・遊泳などが
禁止されています
豊川用水総合事業部 
 0532－54－6501

　駒場池は、魚釣りや遊泳での
立ち入りを禁止しています。水難
事故を未然に防ぐためにも、子ど
もが池に入らないようにするな
ど、家庭での注意喚起にご協力
をお願いします。

音羽支所障害者よろず相談の
中止のお知らせ
福祉課 8９－２１３1

　毎月第２水曜日に音羽支所で
開催している障害者よろず相談
は、都合により、平成31年3月末
まで中止となります。ご理解、ご
協力をお願いします。

ごみステーションの立ち番を実施
清掃事業課 89－21６６

　11月を「ごみ分別強化月間」
と定め、町内会のご協力により、
ごみステーションでの立ち番を
実施します。可燃・不燃・危険ご
み、資源（カン、びん、ペットボト
ル、紙など）を正しく分別し、ごみ
の資源化・減量化を進めましょう。

大規模小売店舗届出書の縦覧
商工観光課 89－2140

　当該大規模小売店舗の設置
者が配慮すべき事項について意
見のある方は、縦覧期間中に県
へ意見書を提出することができ
ます。
縦覧期間⇔1月22日㈪まで
縦覧場所⇔商工観光課（北庁舎
2階）、県産業労働部商業流通課
店舗⇔マチニワとよかわ（光明
町）

地価標準価格を発表
企画政策課 89－212６

　地価標準価格は、市内に基準
地を設定し、毎年１回、７月１日現
在の価格を県が発表するもので、
公共用地の取得の基準となる他、
土地売買の指標となるもので
す。市内の基準地の地価標準価
格は、企画政策課（本庁舎2階）、
またはＨＰで確認してください。

里親になりませんか
子育て支援課 89－2133

　県では、里親になってくださ
る方を募集しています。里親と
は、親の病気や離婚、虐待など
さまざまな事情により、家庭で
生活できなくなった子どもたち
を、自分の家庭に迎え入れ、温か
い愛情と理解をもって養育して
いただく方です。詳しいことは、
東三河児童・障害者相談センター

（0532－54－6465）へお問
い合わせください。

全国一斉情報伝達訓練
防災対策課 ８９－２１９４

　全国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）による情報伝達訓練を実施
します。
日時⇔11月14日㈫11：00ごろ
内容⇔屋外拡声子局と戸別受信
機から、試験放送のアナウンス
などが流れます

Jアラートとは、弾道ミサイル情
報、大津波警報、緊急地震速報
などの緊急情報を、人工衛星を
用い、住民に伝達するシステム
です。市では、防災行政無線な
どを自動的に起動させ、情報を
瞬時に伝えます。

Ｊアラート
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