
とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔１１月8日㈰
9：00〜11：00（小雨決行）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔市内で生産された安全・
安心で旬な農産物や加工品の販
売

商店街宝探しクロスワード＆
狐娘ちゃんスタンプラリー
都市計画課 89－2147

期日⇔11月22日〜12月1日
会場⇔豊川商店街他
内容⇔各店舗に設置されている
クロスワードを解くと先着で景
品がもらえるイベントなど
その他⇔イベントのルールなど
は、商店街などで配布するチラ
シをご覧ください

音楽の集い「東三河大会」
子ども課 89－2133

日時⇔１１月21日㈯
9：30〜16：00
会場⇔文化会館大ホール
内容⇔県内児童養護施設などの
児童による歌や劇、楽器演奏など

すわポンイルミナイト
都市計画課 89－2147

日時⇔11月21日〜平成28年
1月11日17：00〜21：00
会場⇔プリオ周辺
内容⇔プリオ周辺をイルミネー
ションでライトアップ
その他⇔11月21日㈯16:00
から、プリオ正面玄関前特設会
場で点灯式を開催します。合わせ
て、すわポンのダンスステージや
飲食ブースの出店があります

子育てサークル支援イベント
子育て支援センター 

89－1398

日時⇔11月２５日㈬
９：30〜１１：０0
会場⇔ふれあいセンター多目的
ホール
内容⇔ピアノ演奏と親子遊び
対象⇔入園前の子どもと保護者
申込⇔当日、会場へ

和から洋への装い工夫展
環境課 89－２１４１

日時⇔１１月2８日㈯・２９日㈰
１０：00〜16：００（２９日は１５：
００まで）
会場⇔プリオホール
内容⇔「エコ☆はじめの一歩」に
よる着なくなった着物から作った
洋服や小物の展示販売など

豊川放水路管理所の見学と
DVD上映会
国土交通省豊橋河川事務所 

0532－48－8105

期日⇔11月28日㈯
時間⇔10：00〜11：30／13：
30〜15：00
集合場所⇔豊川放水路管理所

（行明町）
定員⇔各回20人（先着順）
申込⇔電話、またはFAX（0532
－48－8100）で受付

市民病院もちつき大会
市民病院 8６－１１１１

日時⇔１２月５日㈯１３：00〜（小
雨決行。荒天の場合は６日㈰に
順延）
会場⇔市民病院平面西側駐車
場

もっと知りたい！とよかわ
観光資源探訪ツアー
商工観光課 89－2140

日時⇔12月11日㈮
8：45〜16：30
集合場所⇔市役所
内容⇔雪印メグミルク豊橋工場
の見学、豊川いなり寿司の食べ
歩き、本宮の湯での入浴など
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の方
定員⇔30人（先着順）
費用⇔800円
持ち物⇔入浴のセット
申込⇔11月6日〜20日、電話
で受付

秋の大祭！いなり楽市
いなり楽市実行委員会 

090－4193－0441

日時⇔11月22日㈰・23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
育園児ぬりえ展など
■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⇔18：00〜20：00、電話
で受付
その他⇔豊川手しごと市の出店
者も募集中
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親子遊び教室
子育て支援センター 

89－1398

日時⇔11月11日㈬、12月16
日㈬、1月20日㈬、2月17日㈬
9：30〜11：00
会場⇔ふれあいセンター多目的
ホール
対象⇔入園前の子どもと保護者
申込⇔当日、会場へ

日本語ボランティア養成講座
国際交流協会 83－1571

期日・講師⇔12月6日㈰は名古
屋YWCA・伏屋由美子さん／12
月20日㈰は東海日本語ネットワ
ーク・西尾ナナ子さん（全2回）
時間⇔14：00〜16：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔日本語の教え方を学ぶ講
座
定員⇔40人（先着順）
費用⇔500円（会員は無料）
申込⇔11月9日㈪から、電話で
受付

人にやさしい街づくり講座
建築課 89－2117

日時⇔11月28日㈯
13：00〜16：30
会場⇔蒲郡公民館（蒲郡市元
町）
内容⇔ベビーカーや妊婦体験キ
ットを使ったまち歩きなど
定員⇔50人（先着順）
申込⇔11月26日㈭まで、電話、
またはFAX（89－2171）で受
付

農作物鳥獣害対策セミナー
農務課 89－2138

日時⇔11月21日㈯13：30〜
会場⇔御津文化会館
内容⇔イノシシ・シカ・サルなどに
よる農作物被害の対策に関する
講話
定員⇔200人
申込⇔当日、会場へ

宮路山もみじまつり
音羽商工会 88－2881

日時⇔１１月22日㈰
10：00〜15：00
会場⇔宮路山第一駐車場、大橋
屋
内容⇔つきたての餅の無料配布、
赤坂郷土食「雲助飯」の試食な
ど

カルフェス
都市計画課 89－2147

日時⇔１１月21日〜23日
10：00〜17：00
会場⇔プリオホール他
内容⇔赤ちゃんハイハイレース、
クリスマスケーキ教室、カラーセ
ラピー、絵本作家の講演会など
その他⇔事前予約が必要なイベ
ントがあります

冬の献血まつり2015
生涯学習課 88－8035

日時⇔１２月１３日㈰
9：00〜1６：00
会場⇔総合体育館
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歳の方（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歳以上の方
募集⇔３０店（先着順）
費用⇔500円
申込⇔１１月２９日㈰10：00〜
12：00、プリオ生涯学習会館で
受付

こんにゃく作り
小坂井文化センター 

78－3586

日時⇔12月1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10日〜17日、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

介護予防教室
介護高齢課 89－2105

■ちから塾15回コース
期日・会場⇔11月19日〜平成
28年3月17日の木曜日（全15
回）は音羽生涯学習会館／11月
24日〜平成28年3月15日の火
曜日（全15回）は千両市民館（祝
日、年末年始などを除く）
時間⇔9：45〜11：00
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
定員⇔30人（先着順）
■回想法
日時⇔12月1日㈫・4日㈮・8日
㈫・15日㈫・22日㈫、1月12日
㈫・19日㈫・26日㈫（全8回）13：
45〜15：00（12月4日は13：
30〜15：30）
会場⇔ふれあいセンター
内容⇔過去の体験などを語り合
い、心の健康を高める教室
定員⇔20人（先着順）

【共通事項】
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
申込⇔11月9日〜13日、電話で
受付
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とよかわオープンカレッジ講師
とよかわオープンカレッジ　　 

７５－６６６７

　平成28年度前期講座（５月〜
１０月）の講師を募集します。
対象⇔18歳以上（高校生は除
く）
報酬⇔受講料収入の45㌫
申込⇔11月1日〜30日（消印
有効）。申込書を、直接、または
郵送で、とよかわオープンカレ
ッジ（〒４４２－００６８諏訪３の
300）へ
その他⇔講座の開設は、1人1
講座で、1講座5回、または10
回です。受講希望者が10人以
上の場合に開講されます

豊川市防災講演会＆ 
避難訓練コンサート
防災対策課 89－2194

日時⇔11月28日㈯
13：30〜16：00
会場⇔御津文化会館
講師・内容⇔東京大学生産技術
研究所准教授・加藤孝明さんに
よる「地域防災力の向上〜防災
の基本とこれからの防災まちづ
くり〜」と題した講演、避難訓練
を盛り込んだコンサート
定員⇔400人
申込⇔当日、会場へ
その他⇔有料で託児あり。11月
11日㈬まで、電話で受付

干支（さる）の切り絵飾り作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔11月28日㈯
13：30〜15：30
会場⇔三河天平の里資料館
定員⇔15人（先着順）
申込⇔11月8日㈰から、電話で
受付

母子家庭のための 
就業支援講習会
子ども課 89－2133

■調剤薬局事務講習
日時⇔1月9日〜2月20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⇔5,000円
■パソコン講習（応用）
日時⇔1月30日〜2月27日の
土曜日（全5回）10：00〜15：40
会場⇔ＳＦＮアカデミー金山校

（名古屋市中区）
■ガイドヘルパー研修
日時⇔1月30日〜3月12日の
土曜日（全7回）9：30〜17：00
会場⇔ヘルパースクール・カイ

（名古屋市中区）
費用⇔2,592円

【共通事項】
対象⇔母子家庭の母などで全日
程に参加できる方
定員⇔各20人（先着順）
申込⇔11月20日㈮まで、直接、
子ども課（本庁舎1階）へ

若年者就労支援事業
商工観光課 ８９－２１４０

時間⇔13:30〜16:30
会場⇔勤労福祉会館
講師⇔キャリアコンサルタント・
鬼頭和裕さん
対象⇔40歳未満
定員⇔各回10人程度（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

内　容 期　日
合同企業説明会の
上手な活用方法など

11月19日㈭
12月10日㈭

面接、履歴書対策 11月25日㈬
12月15日㈫

就職活動の進め方 　3月10日㈭

リハビリ市民講座
市民病院 86－1111

日時⇔11月7日㈯
14：00〜15：30
会場⇔市民病院講堂
講師・内容⇔市民病院言語聴覚
士による「正しい食べ方で肺炎
予防」と題した講演など
定員⇔30人（先着順）
申込⇔電話で受付。当日、会場で
も受付

講座名 日時 講師 定員 費用

英語で楽しい
ディスカッション

（初中級）

12月1日〜平成28年
3月8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 一般1万1,000円

／会員7,000円

楽しく
スペイン語

（初級）

12月2日〜平成28年
3月9日の水曜日

（全12回）
19：30〜21：00

平野
エスペランザさん 15人 一般1万1,000円

／会員7,000円

使える中国語2
（初級〜）

12月3日〜平成28年
3月24日の木曜日

（全15回）
19：30〜21：00

林明子さん 22人 一般1万3,750円
／会員8,750円

日本を英語で
話してみよう

（中級）

12月8日〜平成28年
3月15日の火曜日

（全12回）
13：30〜15：00

中川トゥリサさん 22人 一般1万1,000円
／会員7,000円

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（中学生を除く）
持ち物⇔筆記用具、ノート、辞書
申込⇔11月9日〜20日、電話で受付。応募者多数の場合は抽選
その他⇔祝日、年末年始などは休講します
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平成27年分青色決算等説明会
豊橋税務署 
０５３２－５２－６２０１

日時⇔12月3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

市遺児の育成をはかる手当
子ども課 ８９－２１３３

　11月13日㈮に、指定された
金融機関口座に振り込みます。
今回、支払うのは8月分から11
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。

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。

みんなの写真展展示作品
赤塚山公園 ８９－８８９１

　2月10日㈬から開催される、
企画展「みんなの写真展」の作
品を募集します。
応募規定⇔①園内で撮影した写
真で未発表のもの②デジタルの
場合はJPEG形式でCDなどに
保存したデータ、フィルムの場合
は六切り判以上にプリントした写
真を提出③1人3点まで
応募方法⇔12月28日㈪まで

（必着）。作品に①題名（10字
以内）②作品に対するコメント

（50字以内）③撮影場所④撮
影日⑤郵便番号・住所⑥氏名⑦
電話番号⑧返却希望の有無を記
入の上、直接、または郵送で、赤
塚山公園（〒442－0862市田
町東堤上1の30）へ
その他⇔作品中の人物について
は、本人の了承を得てください

自衛官
自衛隊愛知地方協力本部　　
豊川地域事務所 85－2411

■陸上自衛隊高等工科学校生
徒
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⇔１月２３日㈯
申込⇔1月8日㈮まで、電話で受
付
■候補生
資格⇔１８歳以上２７歳未満の男
子
試験日⇔受付時に連絡
申込⇔電話で随時受付

小・中学校の講師
学校教育課 ８８－８０３３

　平成27・28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)の登録を受付ています。
対象⇔教員免許を有する方、ま
たは平成２８年３月までに取得予
定の方（支援員を希望される方
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）を持参の上、
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

海フェスタ東三河 
シンボルマーク・標語
海フェスタ東三河実行委員会 
０５３２－３４－３７１０

　平成28年7月に開催する海フ
ェスタ東三河のPRで使用する
シンボルマークと標語を募集し
ています。
応募規定⇔シンボルマークは、
①指定応募用紙または150㍉
の枠を書いたA4版白色用紙（縦
向き）を使用②フルカラー③1人
3点までで、応募用紙1枚に1点
だけ／標語は、①指定応募用紙
またはA4版白色用紙（縦向き）
を使用②ひらがな、カタカナ、漢
字、数字、ローマ字だけ③1人3
点まで
賞・賞品⇔最優秀賞（賞金10万
円。高校生以下は相当額の図書
カード）
応募方法⇔11月30日㈪まで

（消印有効）。応募用紙に①作
品の説明②郵便番号・住所③
氏名④年齢⑤性別⑥職業（学
校名）⑦電話番号を記入の上、
直接、または郵送で、海フェス
タ東三河実行委員会（〒441－
８０７５豊橋市神野ふ頭町3の
29）へ

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9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
申込⇔12月11日㈮まで、電話
で受付。応募者多数の場合は抽
選

昨年の展示作品
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（　）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／9月
火災 3件
救急 564件

◯人口と世帯／10月1日現在
総数 181,267人（＋76人）
男 90,049人（＋12人）
女 91,218人（＋64人）
世帯 67,748世帯 （＋95世帯）

◯交通事故状況／8月

死亡事故
1件（5件）
1人（5人）

人身事故
128件（885件）

157人（1,101人）
物損事故 526件（3,745件）

◯犯罪発生状況（窃盗）／9月
総数 95件（760件）
住宅侵入 24件（102件）
自動車関係 18件（157件）
自転車・オートバイ 27件（213件）
その他 28件（288件）

愛知県の最低賃金
豊橋労働基準監督署 
０５３２－５４－１１９２

　県の最低賃金は、１０月１日か
ら、時間額８２０円に改定されま
した。

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
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。

年金労務無料相談会
県社会保険労務士会三河東支部 
０５３２－４５－１７０９

日時⇔12月6日㈰
10：00〜15：00
会場⇔イオン豊橋南店（豊橋市
野依町）
内容⇔書類の作成方法、雇用管
理などの相談
申込⇔当日、会場へ

ごみステーションの立ち番の実施
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、ビン、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。

児童虐待防止月間
子ども課 89－2133

　１１月は「児童虐待防止月間」
です。虐待を受けたと思われる
子どもを見つけたときは、ためら
わずに行動を起こしましょう。連
絡先は、児童相談所全国共通ダ
イヤル１８９です。（一部のIP電
話からはつながりません）

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若
年者納付猶予・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
礎年金を増額できます。承認を
受けた月の前10年以内であれ
ば追納ができますが、3年度目
以降の保険料については当時の
保険料額に加算金が上乗せされ
ます。追納を希望する場合は、豊
川年金事務所（89－4042）へ、
申込でください。

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。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。

全国一斉緊急情報伝達訓練
防災対策課 ８９－２１９４

　地震・津波や武力攻撃などの
災害時に緊急情報を伝える、全
国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ
Ｔ）による情報伝達訓練を実施し
ます。
日時⇔11月25日㈬11：00ご
ろ
内容⇔屋外拡声器と戸別受信機
から、試験放送のアナウンスが
流れます

防鳥網の購入費補助
農務課 ８９－２１３８

対象⇔市内の農家
補助金額⇔農家1戸につき、購
入費の2分の1（上限5万円）
申込⇔申請書に、カタログ、見積
書、設置場所の図面を添えて、直
接、農務課（北庁舎2階）へ。申請
書は農務課にあります（HPから
ダウンロード可）

東三河都市計画変更図書の縦覧
都市計画課 89－2169

期間⇔11月6日〜20日
会場⇔都市計画課（北庁舎3
階）
内容⇔御幸浜地区（御幸浜埋
立造成事業地区内）における区
域区分・用途地域・臨港地区の変
更、大木工業団地における地区
計画の変更
その他⇔大木工業団地の縦覧
対象者は、土地の所有者と利害
関係者だけ

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。
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