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天平ロマンの夕べ
生涯学習課 88－8035

日時⇔9月21日㈯
17：30〜20：00

（荒天の場合は22日㈰に順延）
会場⇔三河国分尼寺跡史跡公園
内容⇔万灯点灯、躍山境おどり、
浦安の舞、オカリナ演奏など
その他⇔車でお越しの際は、臨時
駐車場を利用してください

豊川市消防団操法大会
消防本部総務課 89－9576

日時⇔9月22日㈰
8：00〜12：30

（荒天の場合は29日㈰に順延）
会場⇔音羽運動公園
内容⇔消防団員による操法競技

英語スピーチコンテスト
学校教育課 ８8－8033

日時⇔10月12日㈯12：30〜
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔市内の中学生による英語
のスピーチや暗唱など
申込⇔当日、会場へ

赤坂の舞台小屋掛け作業見学会
生涯学習課 88－8035

日時⇔9月21日㈯
10：00〜11：00（荒天中止）
集合場所⇔音羽支所正面玄関
前
内容⇔小屋掛けの会による、赤
坂の舞台伝統芸能公演特設観
客席「小屋掛け」設営の見学
申込⇔当日、集合場所へ
その他⇔車でお越しの際は、音
羽支所駐車場を利用してくださ
い

やる気満々商店街等補助事業　商工観光課 89－2140
　やる気満々商店街等補助事業として、次の催しが開催されます。

イベント名 日　時 会　場 内　容

七福神まつり
2019

9月29日㈰
10：00〜16：00

イオン豊川店の
七福神石像前他

プロのミュージシャンによるパフォーマンス、飲食・物販コ
ーナー、七福神の練り歩き、3,000円で3,500円分の買
い物ができる抽選付クーポンの販売など

JANカード加盟店
お買い物巡り

10月1日〜1月31日
市内のJANカード
加盟店舗

JANカード加盟店2店舗以上で買い物をしたレシートを集
めて応募すると、利用店舗数に応じて金額が異なる商品券
を抽選でプレゼント

カルフェス
10月5日㈯
10：00〜17：00

プリオ、プリオⅡ
親子で参加できるクラフト教室や美容無料体験、なりきり
撮影会など

障害者歯科健診
福祉課 89－2131

日時⇔10月3日㈭
12：30〜15：10
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔歯科健診とブラッシング
指導、アトラクション
対象⇔市内に在住の障害のある
方
申込⇔9月20日㈮まで、電話で
受付

救急フェア2019
消防署 89－9751

日時⇔9月１4日㈯
10：00〜14：00（荒天中止）
会場⇔東三河ふるさと公園
内容⇔予防救急ウォークラリー、
心肺蘇生・ＡＥＤ体験、重症度・緊
急度判定体験、救急車展示

TUNAGU
秘書課 89－2121

日時⇔9月23日㈪
10：00〜16：00
会場⇔東海典礼（牛久保駅通）
内容⇔東三河を中心に活動す
る作家や店舗の手作り品の販売、
ワークショップなど

ＤＶ理解講座
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔10月5日㈯
13：30〜15：00
会場⇔ウィズ豊川
講師⇔フェミニストカウンセラ
ー・加藤佐紀子さん
対象⇔女性の方
定員⇔20人（先着順）
申込⇔当日、会場へ
その他⇔有料で託児あり。9月
21日㈯まで、電話で、豊川共生
ネットみらい（０９０－６０８８－
５３０９）へ
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白杖講習会
福祉課 89－2131

日時⇔10月26日㈯
10：00〜15：00
会場⇔小坂井生涯学習会館
内容⇔白杖の正しい使い方を学
ぶ講座
対象⇔豊川市視覚障害者福祉
部会員、市内に在住の視覚障害
者、白杖使用者を支援するボラ
ンティアなど
費用⇔1,000円（昼食代）
持ち物⇔白杖（お持ちでない方
には貸出あり）
申込⇔10月18日㈮まで、電話
で受付

つるし飾り講座（干支づくり）
豊川文化協会 89－7082

日時⇔10月10日㈭・24日㈭、
11月7日㈭・21日㈭、12月5日
㈭（全5回）13：00〜16：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔つるし飾り「ひなクラブ」・
杉本洋子さん
対象⇔16歳以上の方
定員⇔24人
費用⇔5,000円
申込⇔9月25日㈬まで（消印有
効）。はがきに①講座名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）を記入
の上、豊川文化協会（〒442－
0064桜ケ丘町79－2）へ。1人
1通だけ有効。電話でも受付。応
募者多数の場合は、市内に在住、
在勤、または在学の方を優先の
上、抽選。また、応募が定数に満
たない場合は開講されないこと
があります

創業・経営支援イベント
商工観光課 89－2140

日時⇔10月11日㈮
13：15〜15：15
会場⇔総合体育館レクアリーナ
内容⇔創業・経営に関する講演、
パネルディスカッション
対象⇔創業を考えている方、経
営に興味のある方、経営課題の
解決を図りたい方など
定員⇔50人程度（先着順）
申込⇔電話、またはFAX（89－
2125）で受付

労働講座
東三河総局産業労働課  

0532－54－2582

日時⇔9月19日㈭
13：30〜16：30
会場⇔東三河総合庁舎（豊橋市
八町通）
内容⇔障害者の雇用支援、外国
人に関する労務管理事務につい
ての講座
対象⇔事業主、人事労務担当者
定員⇔60人（先着順）
申込⇔9月12日㈭まで、電話で
受付

統合失調症家族教室
豊川保健所 86－3626

会場⇔やねのにっぽうホール豊川
（プリオ5階）
対象⇔統合失調症の方の家族
定員⇔各回30人（先着順）
申込⇔9月9日㈪から、電話、ま
たはＦＡＸ（89－6758）で受付

※全4回。いずれも金曜日

日　時 テーマ 開催地

10月18日
13：30〜15：30

秋の風薫る伊良湖岬
先端を歩く 田原市

11月  1日
10：00〜12：30

戦国ロマンを味わう
名城巡り〜古宮城・
亀山城〜

新城市

11月15日
10：00〜12：00

東栄町の民話・神話
の地を訪ねて 東栄町

11月29日
10：00〜12：30

旧一宮町の史跡と文
化財を訪ねる 豊川市

とよかわ農業塾
農務課 89－2138

日時⇔10月19日〜令和2年3
月の土曜日、または日曜日で毎
月1回（全6回）9：00〜12：00
会場⇔ひまわり農協西部営農セ
ンター他
内容⇔基礎的な栽培管理などを
習得するための講座
対象⇔市内に在住の方
定員⇔24人
費用⇔1,500円
申込⇔9月17日㈫まで、申込書、
印鑑をお持ちの上、直接、農務課

（北庁舎2階）へ。申込書は、農
務課にあります（ＨＰからダウン
ロード可）。応募者多数の場合は
抽選

東三河生涯学習連携講座 
再発見！東三河の宝
生涯学習課 88－8035

内容⇔東三河各地を歩き、それ
ぞれの地域の魅力を発見する
定員⇔50人
申込⇔9月25日㈬まで、電話で
受付。応募者多数の場合は、東三
河在住、在勤で、春の講座を受講
していない方を優先の上、抽選

日　時 内　容 講　師

10月  4日㈮
14：00〜
15：30

「統合失調症 病気
の理解と家族とし
ての心がけ」と題
した講話

岩屋病院
医師・杉田知
己さん

10月17日㈭
14：00〜
15：30

「薬の効果・副作用
と適切な飲み方
について」と題し
た講話

岩屋病院
薬剤師・山田
麗子さん

10月29日㈫
14：00〜
15：30

統合失調症当事
者による体験談と
家族交流会

統合失調症
の当事者
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在宅診療地区座談会　介護高齢課 89－3179
対象⇔市内に在住の方
申込⇔電話で受付

※各回先着順

日　時 会　場 定　員 内　容
9月  9日㈪
13：30〜14：30

音羽福祉
保健センター 20人 在宅訪問診療についての

講話・相談
9月26日㈭
13：30〜14：30 平尾市民館 25人 在宅での口腔ケアなどに

ついての講話・相談



豊川海軍工廠平和公園講座
平和交流館 95－3069

日時⇔10月19日㈯
13：30〜15:00
会場⇔平和交流館
内容⇔戦争体験の取材について
の講和
講師⇔八名郷土史会・安形茂樹
さん
定員⇔50人（先着順）
申込⇔9月7日㈯から、電話で受
付

神経難病講演会
豊川保健所 86－3189

日時⇔10月3日㈭
14：00〜16:00
会場⇔東三河総合庁舎（豊橋市
八町通）
講師・内容⇔安城更生病院脳神
経内科・杉浦真医師による「神経
難病の治療と生活」と題した講
演
対象⇔神経難病患者と家族、支
援に携わる関係者
申込⇔9月26日㈭まで、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⇔10月6日㈰
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔ローズウィンドウ作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔15組（1組2人）（先着順）
申込⇔9月19日㈭から、電話で
受付

日　時 会　場 内　容

10月27日㈰
13：30〜
16：45

とよかわボラ
ンティア・市
民活動センタ
ープリオ（プ
リオ4階）

名古屋YWCA・
伏屋由美さん、
こぎつね教室・
本多章義さん
による講義

11月　2日㈯
19：30〜
20：30

勤労福祉会館 日本語教室の
説明会・見学会

ローズウィンドウ※全2回。

介護予防教室
介護高齢課 89－2105
■脳ちから塾
日時⇔10月16日〜令和2年3
月11日の水曜日（1月1日・8日
を除く）（全20回）
1部は13：30〜14：45、2部は
14：15〜15：30

（開講式を10月9日㈬13：30〜
16：00に開催します）
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔読み書き・計算、簡単な体
操、交流など
定員⇔各部10人（先着順）
費用⇔5,000円
持ち物⇔筆記用具、教材を入れ
る袋
■ちから塾6回コース
日時⇔10月24日〜11月28日
の木曜日（全6回）
9：45〜11：00
会場⇔大木会館
内容⇔運動、栄養、口腔など介護
予防全般についての講話など
定員⇔20人程度（先着順）
持ち物⇔飲み物、タオル

【共通事項】
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
申込⇔9月17日9：00〜24日、
電話で受付

日本語ボランティア養成講座
国際交流協会 83－1571

内容⇔外国籍の方に日本語を教
えるための講座
定員⇔40人（先着順）
費用⇔500円（会員は無料）
申込⇔9月9日㈪から、電話で受
付

自衛官
自衛隊愛知地方協力本部 
豊川地域事務所 85－2411

　令和2年4月採用の自衛官を
募集します。
募集種目⇔防衛大学校学生（一
般）、防衛医科大学校医学科学
生、防衛医科大学校看護学科学
生（自衛官候補看護学生）
資格⇔21歳未満で高校を卒業、
または高専3年次を修了した方

（卒業・修了見込を含む）
申込⇔9月5日〜30日、電話で
受付

三河国分尼寺跡史跡公園
ボランティアガイド
三河天平の里資料館 

88－5881

　令和2年4月から三河国分尼
寺跡史跡公園、三河天平の里資
料館の案内・説明を行うボランテ
ィアガイドを募集します。
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の方で、ボランティア養成講
座に参加できる18歳以上の方
申込⇔9月10日〜12月20日、
申込書を、直接、または郵送で、
生涯学習課（〒441－0292赤
坂町松本250）、三河天平の里
資料館（〒442－0857八幡町
忍地127－1）へ。FAX（88－
8038）でも受付。申込書は生
涯学習課、三河天平の里資料館
にあります。（HPからダウンロー
ド可）
その他⇔ボランティア養成講座
の開催日時などは、下表のとお
りです
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※全5回。会場は、いずれも三河天平の里
　資料館

期　日 時　間
1月25日㈯ 10：00〜12：00
2月  1日㈯ 13：30〜15：30
2月22日㈯ 10：00〜12：00
3月  7日㈯ 13：30〜15：30
3月14日㈯ 10：00〜12：00



通行止め

北庁舎駐車場

桜トンネル（歩道）

道
路

本庁舎

コンビニ交付サービスの停止
市民課 89－2136

　システムメンテナンスに伴い、
9月28日17：00〜29日9：00、
住民票の写しなどの証明書のコ
ンビニ交付サービスを停止しま
す。

市役所北側通路の通行止め
情報システム課 89－2128

　市役所敷地内における蓄電
池設置工事に伴い、9月14日6：
00〜16日21：00、市役所北側
通路が通行止めとなります。

ゆうあいの里ふれあいセンターの
ぬくぬく湯が休業します
介護高齢課 89－2105

　ゆうあいの里ふれあいセンタ
ーのぬくぬく湯は、10月1日〜
6日、設備点検のため休業となり
ます。

プリオ窓口センター臨時休業
プリオ窓口センター 

89－9191

　プリオ窓口センターは、シス
テムメンテナンスに伴い、9月
28日㈯の業務時間が10：00〜
17：00となります。17：00以降
は、住民票や戸籍の交付など、全
ての業務を停止します。

被災証明書の発行
資産税課 89－2130

　台風などの自然災害により被
災した家屋について「被災証明
書」が必要な方は資産税課に相
談してください。職員が現地を
調査の上、被害が確認できた場
合に、証明書を発行します。

障害福祉各手当の所得状況届
福祉課 89－2131

　特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当、特別児
童扶養手当を受けている方は、
所得状況届の提出が必要です。
提出をしていない方は、9月11
日㈬までに、福祉課へ提出してく
ださい。

敬老金を支給します
介護高齢課 89－2105

　「豊川市敬老金」として、昭和
7年生まれの方に1万円、大正8
年以前に生まれた方に3万円を
9月上旬から支給します。対象は、
9月1日に市内に住所のある方
で、届け出の必要はありません。
また、大正9年生まれの方には、
愛知県から敬老祝い品が支給さ
れます。

国民健康保険料は納期限までに納めてください
保険年金課 89－2118

　国民健康保険料は、保険給付のための重要な財源ですので、納
期限までに納めてください。なお、保険料の支払いには口座振替が
便利です。
■保険料の滞納を続けた場合
　災害などの特別な事情がある場合を除き、保険料の滞納が続く
と、次の措置をとることがあります。①高額療養費などの保険給付
を未納の保険料に充当します②滞納期間に応じて、通常の被保険
者証にかわり、有効期限の短い「短期被保険者証」や、掛かった医療
費をいったん全額支払う「被保険者資格証明書」を交付します③１
年６カ月以上滞納すると、保険給付の一部または全部を差し止める
ことがあります④財産の差し押さえなどを行うことがあります
■加入・喪失時の注意点
①国民健康保険の資格は、退職などで健康保険の資格がなくなっ
たときや、他の市区町村から転入したときなどから適用されます。
届出が遅れると資格発生日までさかのぼって保険料を納めること
になりますので、必ず14日以内
に届出をしてください②国民健
康保険では、保険料の納付義務
者は世帯主となります。世帯主
本人が国民健康保険加入者で
ない場合でも、家族に国民健康
保険加入者がいれば、世帯主に
通知します

期　別 納 期 限
１期    9月  2日㈪
２期    9月30日㈪
３期  10月31日㈭
４期  12月  2日㈪
５期    1月  6日㈪
６期    1月31日㈮
7期    3月  2日㈪
8期    3月31日㈫
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「＃一番住みたい愛知ＳＮＳ
フォトコンテスト」作品募集
県政策企画局企画課 

052－954－6089

　県では、「＃一番住みたい愛知
ＳＮＳフォトコンテスト」で、県内
で撮影した素敵な人・物・事・場所
の写真を募集しています。10月
31日㈭までに、インスタグラム、
またはツイッターで公式アカウン
トをフォローし、写真を投稿して

詳しいことは

ください。
　 な お 、優 秀
作品の応募者
には、県ゆかり
の賞品を差し
上げます。 こちら



清掃の日にご協力を
清掃事業課 89－2166

　市では、年２回、お住まいの地
域の道路や公園、河川などに散
乱している空き缶や空きびん、ご
みなどを回収する「豊川市清掃
の日」を設けています。
　第2回目を9月29日㈰に実施
しますので、この前後の期間に
実施される地域の清掃活動にご
協力をお願いします。

とよかわ応援基金への寄附 
ありがとうございました
企画政策課 89－2126

　平成30年度のとよかわ応援
基金には、392件、6,700万円
を超える寄附をお寄せいただき
ました。基金は、交通安全、福祉、
教育、文化、環境、観光振興、国
際交流などに関する事業の他、
クラウドファンディングとして保
育園へのエアコン設置事業に活
用させていただきます。

道路占用料などの改定
道路河川管理課 89－2279

　豊川市道路占用料等に関す
る条例、豊川市公共用物の管理
に関する条例などの改正に伴い、
10月1日㈫から道路占用料など
を改定します。
　詳しいことは、お問い合わせく
ださい。

不動産鑑定士による無料相談会
企画政策課 89－2126

日時⇔10月5日㈯
10：00〜16：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム2階
会議室
内容⇔借地権や相続時の土地
の分割など不動産に関する相談
持ち物⇔相談内容に関する資料
申込⇔当日、会場へ

結核予防週間
豊川保健所 86－3189

　9月24日〜30日は、結核予
防週間です。結核は、日本の重
大な感染症の一つです。結核の
初期症状は風邪とよく似ていま
す。咳が2週間以上続く、痰が出
る、発熱する、急に体重が減るな
どの症状があった場合は、早め
に医療機関を受診しましょう。

人・農地プラン説明会
農務課 89－2138

日時⇔9月27日㈮10：00〜
会場⇔市役所本23会議室（本
庁舎2階）
対象⇔市内の農家（個人・法人）、
新規就農を希望する方
申込⇔当日、会場へ
その他⇔当プランに位置づけら
れると融資の無利子化などの支
援を受けられます

退職金は国の制度のご利用を
中退共名古屋相談コーナー 

052－856－8151

　中小企業退職金共済制度は、
中小企業で働く従業員のための
外部積立型の退職金制度です。
掛金は全額非課税で、一部を国
と市が助成します。

堆肥の無料配布
資源化施設 　56－8878

　刈草から作った堆肥を無料で
配布します。
日時⇔9月15日㈰
9：00〜12：00
会場⇔資源化施設
申込⇔当日、会場へ
その他⇔無料配布は平日にも行
っています。配布を希望される
方は、事前にお問い合わせくだ
さい。なお、袋やスコップは用意
しますが、袋詰めや運搬は各自
で行ってください

動物愛護週間
環境課 89－2141

　9月20日〜26日は、「動物愛護週間」です。動物の愛護と適正
な飼育についての理解を深めましょう。また、飼い主は、動物の習
性や感染症などを正しく理解して飼育するように努めましょう。
■犬を飼うときは
　犬は、常につないで飼育し、外出時にはリードを放さないでくだ
さい。また、狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予防注射を忘れ
ずに行いましょう。
■猫を飼うときは
　交通事故や伝染病の予防、近隣への迷惑防止などのため、猫は
室内で飼育しましょう。また、不妊・去勢手術をしましょう。
■犬・猫共通
　鑑札や名札などを付け、飼い主が分かるようにしておきましょう。
■愛護動物の遺棄・虐待
　犬や猫などの愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です。最後まで責任
を持って飼うようにしましょう。愛護動物を虐待している人や捨て
ている人を見掛けた場合は、豊川警察署（89－０１１０）に連絡し
てください。
■迷い犬・猫について
　愛知県動物保護管理センターと愛知県警では、迷い犬や迷い
猫の情報をホームページで提供しています。飼っていた犬や猫が
いなくなってしまった場合などには、確認してください。
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／7月
火災 5件
救急 683件

◯人口と世帯／8月1日現在
総数 183,855人（－1人）
男 91,678人（－16人）
女 92,177人（＋15人）
世帯 72,617世帯（＋68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。

豊川宿伊奈土地区画整理事業の 
事業計画の縦覧
区画整理課 89－2148

　豊川宿伊奈土地区画整理組
合では、9月4日〜17日、事業計
画の縦覧を行います。詳細につ
いては、お問い合わせください。

下水道をご利用の方へ
下水管理課 93－0157

　汚水を流す際は、①台所から
油類を流さない②生ごみや食べ
残しは燃えるごみに分類する③
トイレットペーパー以外をトイレ
に流さないなどに注意してくだ
さい。

司法書士による無料面接相談
県司法書士会東三河総合相談 
センター 0532－54－5665

日時⇔10月4日㈮
10：00〜13：00
会場⇔市役所本23会議室（本
庁舎2階）
内容⇔不動産の相続、会社の登
記、多重債務、成年後見などに関
する法律相談
申込⇔電話で受付。当日、会場で
も受付

実物大の耐震シェルターを展示
建築課 89－2117

　耐震改修等補助事業の対象と
なっている「耐震シェルター」を、
９月10日〜22日、ゆうあいの
里ふれあいセンター1階ラウン
ジで展示します。耐震シェルター
を設置すると、家の中の一部に
安全な空間を確保できます。

司法書士による 
成年後見制度専門相談会
成年後見支援センター 

83－6377

　判断能力が不十分な方の財
産管理などの法律行為を伴う成
年後見制度について、司法書士
が無料で相談に応じます。
日時⇔10月10日㈭ 
13：30〜16：30 
会場⇔ウィズ豊川 
対象⇔市内に在住の方 
定員⇔４人（先着順） 
申込⇔9月9日㈪から、電話で受
付

宝くじの助成金を受けて
市民館に備品を整備
市民協働国際課 89－2165

　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
じの受託事業収入を財源として
実施しているコミュニティ助成
を受け、中部南市民館にエアコ
ンやガスオーブン、ロビーチェア
などを整備しました。

ごみ分別促進アプリ 
「さんあ～る」のご利用を
清掃事業課 89－2166

　市では、ごみの減量や分別の
促進のため、ごみ分別促進アプ
リ「さんあ〜る」の配信を行って
います。
　お住まいの地域を設定すると、
暴風などの天候によるごみ収集
中止の通知の他、資源とごみの
収集日カレンダーの表示、ごみ出
し日通知、ごみの分別の検索な
どの機能が利用できます。スマ
ホやタブレットをお持ちの方は、
ぜひご利用ください。

秋の安全なまちづくり市民運動
人権交通防犯課 89－2149

　9月21日〜10月20日、秋の
安全なまちづくり市民運動を実
施します。
　期間中は市や関係団体が連携
し、パトロールの強化、街頭広報
活動などを行います。交通事故
や犯罪被害に遭わないよう心掛
けましょう。

高齢者虐待防止にご協力を
介護高齢課 89－2105

　急速に進む高齢化の中で、高
齢者虐待が深刻な問題となって
います。原因は、介護への不安や
疲れ、高齢者と介護者の人間関
係、高齢者の心理や病気（認知
症）などへの認識不足、経済的問
題など、さまざまです。
　介護する人は、悩みや負担を
一人で抱え込まないで、市や地
域の高齢者相談センターに相談
してください。また、身近に虐待
があると思われる場合も連絡し
てください。
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