
東三河生態系　　　　　
ネットワークフォーラム
東三河生態系ネットワーク 
協議会事務局 

0532－55－5141

日時⇔11月7日㈯
13：00〜16：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔生物多様性保全や生態
系ネットワーク形成に関する講
演、高校生や団体の活動紹介
定員⇔150人（先着順）
申込⇔10月15日〜30日、電
話、またはＦＡＸ（０５３２－56－
０９８１）で受付

赤塚山公園写生大会
赤塚山公園 ８9－8891

日時⇔10月18日㈰
10：00〜15：00
会場⇔赤塚山公園
内容⇔公園内で風景や魚、動物
などを写生
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔絵の具、水入れなど（画
用紙・画板は公園で用意）
申込⇔当日、ぎょぎょランド１階
へ
その他⇔参加者には記念品があ
ります

みんなよっといで！
この街すきです「葵まつり」
小坂井商工会 78－3333

日時⇔10月11日㈰
10：00〜15：00
会場⇔小坂井支所周辺
内容⇔小・中学校吹奏楽演奏、農
作物・飲食物・東三河商工会特産
品の販売など

本宮まつり
地域振興課 93－3112

日時⇔11月1日㈰
9：00〜15：30
会場⇔本宮の湯周辺
内容⇔特産品や飲食物の販売、
大道芸、丸太切体験など

ほの国自然ソムリエエコツアー 
東三河地域研究センター 

0532－21－6647

期日⇔11月14日㈯・15日㈰／
11月21日㈯・22日㈰（どちらも
１泊2日）
集合場所⇔東三河総合庁舎（豊
橋市八町通）
内容⇔県民の森での伐採体験、
長ノ山湿原、面ノ木園地などで
の植生観察
対象⇔県内に在住の18歳以上
定員⇔各15人
費用⇔7,000円程度
申込⇔10月24日㈯まで、電話
で受付。応募者多数の場合は抽
選

ハロウィンだ！いなり楽市
いなり楽市実行委員会           

090－4193－0441

日時⇔10月25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、大道芸、保
育園児塗り絵展、新鮮青物市な
ど
■フリーマーケット
募集⇔50店
費用⇔１ブース１，０００円
申込⇔18：00〜20：00、電話
で受付

豊川海軍工廠跡地見学会
平和都市推進協議会事務局 

（行政課内） ８9－2123

日時⇔12月12日㈯
9：00〜12：00
集合場所⇔市役所
定員⇔120人
申込⇔11月20日㈮まで（必着）。
直接、またははがきに①郵便番
号・住所②氏名③電話番号④他
の参加者の氏名（１グループ４人
まで）を記入の上、平和都市推進
協議会事務局（〒442－８６０１
諏訪１の１行政課内）へ。HPから
も申込可。１グループ１回だけ有
効。応募者多数の場合は、会員
を優先の上、抽選
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秋の文化財めぐり
豊川文化協会 89－7082

日時⇔11月26日㈭7：20〜
見学先⇔比叡山延暦寺（滋賀
県）、近江神宮（滋賀県）
集合場所⇔桜ヶ丘ミュージアム
定員⇔32人
費用⇔8,100円
申込⇔10月30日㈮まで（消
印有効）。往復はがきに①郵便
番号・住所②氏名③年齢④電話
番号⑤勤務先（学校名）⑥同伴
者があれば、同伴者の氏名（1
人まで）を記入の上、豊川文化
協会（〒442－0068諏訪3の
133）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

ふるさと満喫まつり２０１5
東三河ふるさと公園管理事務所 
８7－9301

日時⇔10月２4㈯10：00〜
16：00／25日㈰10：00〜15：
00（小雨決行。荒天の場合は中
止）
会場⇔東三河ふるさと公園
内容⇔ウオークラリー、ご当地グ
ルメの販売、ミニ市電など

協会設立25周年記念 
ワールドフェスティバル2015
国際交流協会 83－1571

日時⇔11月29日㈰
12：40〜16：00
会場⇔勤労福祉会館大研修ホ
ール他
内容⇔中国大黄河雑技団公演

（有料）、世界各国のおやつの販
売、民族衣装・コスプレショー、ラ
テン音楽・舞踊の鑑賞など
■中国大黄河雑技団公演
費用⇔一般5００円／中学生以
下300円
前売り⇔10月8日㈭から、国際
交流協会でチケットを発売

介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

■一般向け
日時⇔10月15日㈭、11月16
日㈪13：30〜15：00
対象⇔高齢者を介護している方
申込⇔当日、会場へ
■男性向け
日時⇔11月11日㈬
13：30〜15：00
対象⇔高齢者を介護している男
性
申込⇔電話で受付

【共通事項】
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔介護者同士の情報交換

交通安全・防犯フェア
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔10月10日㈯
10：30〜17：00
会場⇔プリオホール
内容⇔白バイの展示、自転車シ
ミュレーターの体験、交通安全
キーホルダーの製作など

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2015豊川 
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 
豊川実行委員会 89－4555

日時⇔10月10日㈯11：30〜
10月11日㈰12：00
会場⇔総合体育館他
内容⇔がん征圧、がん患者支援
を目的とした24時間チャリティ
ー・リレー・ウォークなど
費用⇔1,000円
申込⇔当日、会場へ

大島ダム・ウォーク
豊川用水総合事業部総務課 

0532－54－6501

日時⇔11月28日㈯
10：00〜15：30
集合場所⇔ＪＲ飯田線三河川合
駅
内容⇔大島ダム周辺のウオーキ
ング、ダム内部の見学など
定員⇔200人（先着順）
申込⇔10月20日㈫から。申込
書を、郵送、またはＦＡＸ（0532
－54－6517）で、豊川用水
総合事業部総務課（〒440－
0801豊橋市今橋町8）へ。申込
書はHPからダウンロードできま
す

私立幼稚園親子フェスティバル
IN TOYOKAWA 
私立幼稚園協会 

（豊川幼稚園内） ８6－2514

日時⇔10月２7日㈫
10：00〜14：00
会場⇔総合体育館
内容⇔ゲーム、遊び、手作りコー
ナー、交通安全教室など
対象⇔入園前の子どもから幼稚
園児までと保護者
その他⇔駐車場は自由広場と諏
訪公共駐車場（有料）を利用して
ください。会場で諏訪公共駐車
場の３時間分の駐車券を発行し
ます

地域包括ケアフォーラムin豊川
在宅医療連携推進センター　 

89－3179

日時⇔11月15日㈰14：30〜
会場⇔文化会館
内容⇔在宅医療・介護などに関す
る演劇鑑賞や識者との意見交換
対象⇔市内に在住の方
定員⇔400人（先着順）
申込⇔電話で受付
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来年の干支（さる）をつくろう
清掃事業課 89－2166

日時⇔11月24日㈫
9：30〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔端切れで干

え

支
と

飾り作り
対象⇔市内に在住の方
定員⇔25人
持ち物⇔端切れ（5㌢角）9枚、
裁縫道具
申込⇔10月30日㈮まで（消印
有効）。往復はがきに①講座名②
郵便番号・住所③氏名④電話番
号を記入の上、清掃事業課へ。１
人１通だけ有効。応募者多数の
場合は抽選

６５歳これから講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔10月29日〜12月17日
の木曜日（全8回）13：30〜
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔体力テスト、動きやすい
身体作り、栄養の話など
対象⇔おおむね65歳
定員⇔30人（先着順）
申込⇔電話で受付

法務局市民講座
名古屋法務局豊橋支局総務課 

0532－54－9278

日時⇔11月18日㈬
13：30〜16：30
会場⇔名古屋法務局豊橋支局

（豊橋市大国町）
内容⇔遺言、相続についての講
座
定員⇔70人（先着順）
申込⇔11月4日㈬から、直接、ま
たは電話で受付

多文化共生防災講座
国際交流協会 83－1571

日時⇔11月14日㈯
10：00〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔地震発生時に備えた、避
難場所の確認や非常食の試食な
ど
定員⇔50人（先着順）
申込⇔10月5日㈪から、電話で
受付

子どもものづくり教室
豊川市子どもセンター 

（生涯学習課内） 88－8035

日時⇔10月17日㈯・11月7日
㈯9：00〜12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くドラゴン
ロボット作り
対象⇔小学4〜6年生
定員⇔各回32人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔10月5日㈪から、電話で
受付

ファミリー・サポート・センター
説明会・講習会
ファミリー・サポート・センター 

８６－５０４０

日時⇔10月31日㈯
13：00〜16：15
会場⇔プリオホール
対象⇔援助会員は市内に在住し、
自宅で子どもを預かれる方、ま
たは送迎ができる方／依頼会員
は市内に在住、在勤、または在学
の方／両方会員は援助と依頼を
兼ねる方
申込⇔10月23日㈮まで、電話
で受付。託児あり
その他⇔依頼会員は説明会だけ

認知症サポーター養成講座
南部高齢者相談センター　　　

89－8820

日時⇔11月6日㈮
13：30〜15：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔認知症高齢者の基礎理解
と対応についての講義
定員⇔40人（先着順）
申込⇔10月1日㈭から、電話で
受付

講座修了者に配布するオレンジリング

全国都市緑化あいちフェア
サテライト会場in赤塚山公園
赤塚山公園 89－8891

日時⇔10月17日㈯10：00〜
15：30（小雨決行。荒天の場合
は中止）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔植樹式、緑の相談コーナ
ー、木工教室など
その他⇔10月17日〜25日、鉢
植えや塗り絵作品などの展示を
行います（休園日を除く）

ふれ愛・みんなの 
フェスティバル２０１5
社会福祉協議会 83－0630

日時⇔10月25日㈰
10：00〜15：00
会場⇔ウィズ豊川、とよかわボラ
ンティア・市民活動センタープリオ

（プリオビル４階）
内容⇔福祉団体や市民活動団体
によるバザーや模擬店、ステー
ジ発表など
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普通救命講習会
消防署 89－9751

日時⇔10月31日㈯
13：30〜16：30
会場⇔消防署
内容⇔ＡＥＤを用いた成人、小児・
乳児の心肺蘇

そ

生
せ い

法や止血法など
の講義や実技
対象⇔市内に在住、または在勤
の18歳以上
定員⇔30人（成人の心肺蘇生
法は20人程度、小児・乳児の心
肺蘇生法は10人程度）（先着
順）
申込⇔10月1日〜14日の8：
30〜17：00、電話で受付

いきいきシニアスクール
東部高齢者相談センター 

93－0801

日時⇔11月25日㈬
13：30〜15：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔「家庭でできる認知リハ
ビリテーション 脳の活性化と機
能維持のために」と題した講座
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔40人（先着順）
申込⇔10月1日㈭から、電話で
受付

秋の里山で身近な生き物を探そう
環境課 89－2141

日時⇔10月25日㈰
9：00〜15：00
集合場所⇔いかまい館
内容⇔手取山公園とその周辺で
の昆虫・植物などの観察、木の実・
野草の調理・試食による秋の味覚
体験
対象⇔市内に在住、または在勤
の小学生以上（小学生は保護者
同伴。１グループ４人まで）
定員⇔25人（先着順）
申込⇔10月6日㈫から、電話で
受付

ライダースクール
豊川警察署交通課 

89－0110

日時⇔10月18日㈰
10：00〜12：00
会場⇔タカラ自動車学校
内容⇔自動二輪車の運転技術
向上のための講習
講師⇔県警白バイ隊員、二輪車
安全運転特別指導員
対象⇔運転免許を有し、当日、車
両を用意できる方
申込⇔10月4日㈰から、電話、
またはＦＡＸ（89－9164）で受
付

ふるさと再発見講座
生涯学習課 ８８－８０３５
日時⇔10月31日㈯
10:00〜12:00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔牛久保城主・牧野成定の
事跡についての解説
講師⇔市文化財保護審査会委
員・小林吉光さん
定員⇔30人（先着順）
申込⇔10月13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⇔10月24日㈯
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔ハロウィンの飾りを付け
たドリームキャッチャー作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔15組（1組2人まで）

（先着順）
申込⇔10月8日㈭から、電話で
受付

剪定講習会
シルバー人材センター 

84－1851

日時⇔11月16日㈪・17日㈫
（全2回）10：00〜15：00
会場⇔シルバー人材センター他
内容⇔剪定に関する講義と現地
訓練
対象⇔市内に在住の60歳以上
で、会員として入会を希望し、剪
定業務の従事を主に仕事として
考えている方
申込⇔電話で受付

うつ病家族セミナー
豊川保健所 86－3626

対象⇔うつ病を治療中の方の家族
定員⇔各回50人
申込⇔電話、またはＦＡＸ（89－6758）で受付

日　時 会　場 講　師　・　内　容

10月19日㈪ 
12：30〜13：50

総合体育館
きくちメンタルクリニック院長・菊池勤
医師による「うつ病を知ろう」と題した
講話

11月11日㈬ 
14：00〜15：30

総合体育館
ならい心療内科臨床心理士・前田倫子
さんによる「復職に向けての準備」と題
した講話

11月25日㈬ 
14：00〜15：30

豊川保健所
家族グループワーク

「日頃の思い 打ち明け会しませんか？」
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女性弁護士による法律相談
市民相談室 89－2104

日時⇔10月31日㈯
13：00〜16：00
会場⇔プリオ5階市民相談室
内 容 ⇔ 夫 や 恋 人 からの 暴 力

（DV）、離婚・相続問題などを対
象とした法律相談
対象⇔市内に在住の女性
定員⇔6人（先着順）
申込⇔10月19日〜26日、電話
で受付

児童手当を支払います
子ども課 89－2133

　10月定期支払い分を10月7
日㈬に、指定された金融機関口
座に振り込みます。今回お支払
いするのは6月分から9月分の
手当です。個別の支払い通知は
ありませんので、預金通帳など
で確認してください。

私立高校と私立専修学校
高等課程の授業料を補助
学校教育課 88－8033

対象⇔①１０月１日現在、私立高
校の全日制・定時制または私立専
修学校高等課程に在学している
生徒の授業料を負担し、市内に住
所を有する保護者②１０月１日現
在、私立高校の全日制・定時制ま
たは私立専修学校高等課程に在
学し、市内に住所を有し、年間を
通して一定の職業につき、本人が
授業料を負担している勤労生徒
補助金額⇔所得基準による規定
の金額
申込⇔11月30日㈪まで。在学
校から配布される申込書を直接、
在学校または学校教育課（音羽
庁舎3階）へ。申込書は学校教育
課にもあります

資源や家庭ごみの分け方・出し方
清掃事業課 89－2166

　資源や家庭ごみは分別し、収
集日の日の出から8：30までに
町内のごみステーションへ出し
てください。
　刃物は不燃ごみです。また、未
分別や後出しされたごみなどは
収集されず、周辺の方々の迷惑
となりますので、注意してくださ
い。

市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔平成28年1月１日
㈮
入居資格⇔①市内に在住、また
は在勤②現に同居し、または同
居しようとする親族がある③現
に住宅に困窮していることが明
らかである④条例に定める収入
基準に適合している⑤市税など
の滞納（分納中を含む）が無い⑥
入居予定者が暴力団員でない⑦
２ＤＫは単身、または３人家族以
下⑧４ＤＫは５人家族以上、また
は60歳以上の方を含む４人家
族⑨福祉枠は高齢者世帯、障害
者世帯、母子・父子世帯、子育て
世帯などに該当
申込⇔10月5日〜16日。申込
書を、直接、建築課（北庁舎３階）
へ。申込書は建築課にあります

（ＨＰからダウンロード可）
抽選会⇔10月２1日㈬10：00
から、北11会議室（北庁舎1階）
その他⇔契約時に連帯保証人2
人と敷金（入居決定家賃3カ月
分）が必要

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

2DK 千両 2戸（ － ）

3DK

蔵子 1戸（ － ）

八幡 1戸（ － ）

第二曙 1戸（ － ）

金屋 2戸（ － ）

赤代 2戸（ － ）

西豊 2戸（ － ）

睦美 2戸（ － ）

上野 3戸（1戸）

東数谷原 4戸（ － ）

東部 4戸（ － ）

千両 6戸（2戸）

4DK

東部 1戸（ － ）

上野 1戸（ － ）

睦美 1戸（ － ）

西豊 2戸（ － ）

宅地を一般競争入札で売ります
一宮大木土地区画整理組合  

（一宮地区建設課内） 
93－4911

　一宮大木土地区画整理地内
の宅地（保留地）を一般競争入札
で売ります。
入札日時⇔11月5日㈭
14：00〜
入札場所⇔一宮総合支所2階会
議室
入札保証金⇔各筆10万円
申込⇔10月7日〜30日、直接、
一宮大木土地区画整理組合（一
宮庁舎1階）へ
その他⇔宅地の予定価格や形
状などは、10月7日㈬から一宮
大木土地区画整理組合で配布す
る入札要領を確認してください

プリオ窓口センター業務
一部停止のお知らせ
市民課 89－2136

　10月3日㈯・4日㈰は、システ
ム保守点検作業のため、印鑑登
録、市県民税などの納付書・国民
健康保険被保険者証の再発行
ができません。なお、すでに登録
されている印鑑登録証明書、住
民票、戸籍謄本などの交付はで
きます。
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下水道の正しい使い方
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。

農業集落排水施設をご利用の方へ
下水管理課 93－0157

　農業集落排水施設使用料を正
しく算定するため、①世帯の人
数に異動が生じたとき②引っ越
しなどにより施設の使用を休止
するとき、または休止中の施設
を再開するとき③建物の取り壊
しなどで施設そのものが無くな
るときのいずれかが生じた場合
は、連絡してください。

市民病院で電気設備の点検を実施
市民病院庶務課 86－1111

　市民病院では、１０月２５日㈰
に電気設備の点検を実施します。
これに伴い、一部診療に時間が
掛かることがあります。

巡回農地相談
農業委員会（農務課内） 

89－2138

日時⇔10月30日㈮
13：30〜16:00
会場⇔市役所北11会議室（北
庁舎1階）
内容⇔農地転用や農地の売買な
どの相談
対象⇔市内に在住の方、または
市内に農地を所有する方
申込⇔当日、会場へ

川と海のクリーン大作戦
道路維持課 89－2142

日時⇔10月25日㈰9：00から
1時間程度（荒天の場合は11月
1日㈰に順延）
集合場所⇔三上緑地、豊

と よ

川
が わ

放水
路管理所前、東上河川敷グラウ
ンド、いこいの広場、一宮南部小
学校前の堤防、金沢橋下（豊川
左岸側）
内容⇔豊川のごみ拾い
持ち物⇔軍手
申込⇔当日、会場へ

平成28年版農業日誌などの申込
農務課 89－2138

費用⇔農業日誌1,215円／フ
ァミリー日誌1,215円／新農家
暦416円
申込⇔10月23日㈮まで、電話
で受付

税理士・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20日㈫
10：00〜16：00
会場⇔小坂井支所第1会議室
内容⇔税理士・司法書士による
相続・登記などの無料面接相談
申込⇔電話で受付。当日、会場で
も受付

（　）内は1月からの累計／豊川警察署調
べ

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

人身事故は死亡事故を含む。（　）内は1月
からの累計／豊川警察署調べ

◯火災と救急／8月
火災 2件
救急 714件

◯人口と世帯／9月1日現在
総数 181,191人（－111人）
男 90,037人（－72人）
女 91,154人（－39人）
世帯 67,653世帯（－7世帯）

◯交通事故状況／7月

死亡事故
0件（4件）
0人（4人）

人身事故
105件（757件）
135人（944人）

物損事故 483件（3,219件）

◯犯罪発生状況（窃盗）／8月
総数 107件（665件）
住宅侵入 24件 （78件）
自動車関係 15件（141件）
自転車・オートバイ 31件（186件）
その他 37件（260件）

大規模小売店舗届出書の縦覧
商工観光課 89－2140

　該当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。
店舗⇔（仮称）ゴルフ5豊川イン
ター店（天神町）
縦覧期間⇔11月17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

行政相談のご利用を
市民相談室 89－2104

　10月19日から25日までは
行政相談週間です。
　市では、国から委嘱された行
政相談委員による無料相談を、
毎週木曜日の13：30から15：
30まで、市民相談室（北庁舎4
階）で実施しています。

氏名 住所

小林 忠司 橋尾町

白井 敏晴 赤坂町

鈴木 正子 諏訪

星野 和正 光輝町

岩瀨 幸子 御津町

行政相談委員（敬称略）
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