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冬の献血まつり2016
生涯学習課 88－8035

日時⇔１２月１1日㈰
9：00〜1６：00（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２6日㈯10：30〜
12：00、プリオ生涯学習会館で
受付

ワールドフェスティバル2016
国際交流協会 83－1571

日時⇔11月27日㈰
13：00〜16：00
会場⇔勤労福祉会館大研修ホー
ル
内容⇔韓国の宮廷舞踊、世界の
音楽、飲食物の販売など
申込⇔当日、会場へ

すわポン・諏訪町イルミネーション
都市計画課 89－2147

日時⇔11月27日〜平成29年
1月中旬17：00〜21：00
会場⇔プリオⅡ周辺
内容⇔プリオⅡ周辺をイルミネー
ションでライトアップ
その他⇔11月27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

こころの健康フェスティバルあいち
豊川保健所 86－3626

日時⇔12月17日㈯
10：00〜16：00
会場⇔穂の国とよはし芸術劇場
PLAT（豊橋市西小田原町）
内容⇔障害者などによる演奏・合
唱、記念講演、バザーなど
申込⇔当日、会場へ
その他⇔10：00から、記念講演
の整理券を配布します

表参道から奥の院まで 
豊川稲荷ご案内！
観光協会 89－2206

日時⇔1１月22日㈫
9：45〜12：00
会場⇔豊川稲荷
内容⇔ボランティアガイドによる
豊川稲荷境内の案内や豊川いな
り寿司の食べ比べなど
定員⇔80人（先着順）
費用⇔300円
申込⇔電話、またはＦＡＸ（89－
2276）で受付

東三河生態系ネットワーク
フォーラム
環境課 89－2141

日時⇔11月19日㈯
10：40〜16：00
会場⇔豊橋技術科学大学（豊橋
市天伯町）
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⇔200人（先着順）
申込⇔11月11日㈮まで、電話

（0532－55－5141）、または
ＦＡＸ（０５３２－56－０９８１）で、
東三河生態系ネットワーク協議
会へ

宮路山もみじまつり
音羽商工会 88－2881

日時⇔１１月27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、
赤坂地区の郷土食「雲助飯」の
試食など

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30日㈬
９：30〜１１：０0
会場⇔ふれあいセンター多目的
ホール
内容⇔人形劇の上演
対象⇔入園前の子どもと保護者
申込⇔当日、会場へ

市民病院もちつき大会
市民病院 8６－１１１１

日時⇔１２月10日㈯１３：00〜
（荒天の場合は11日㈰に順延）
会場⇔市民病院平面西側駐車場

狐娘ちゃんを探せ 
INアーケード＆大抽選会
都市計画課 89－2147

期日⇔11月19日〜23日
会場⇔豊川商店街各店舗他
内容⇔各店舗で狐娘ちゃんのイ
ラストを見つけたり、買い物をし
たりして、23日に開催される大
抽選会に参加
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
シを確認してください
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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19日㈯
10:00〜12:00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔三河地方で起こった地震
災害についての解説
定員⇔30人（先着順）
申込⇔11月6日㈰から、電話で
受付

回想法
介護高齢課 89－2105

日時⇔12月6日〜平成29年2
月7日の火曜日（12月27日、1
月3日を除く）（全8回）13：45
〜15：00
会場⇔小坂井生涯学習会館
内容⇔過去の体験などを語り合
い、心の健康を高める教室
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔20人（先着順）
申込⇔11月7日㈪9：00から、
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20日㈰
9：30〜12：00
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⇔市内に在住、在勤、または
在学の小学生以上（小学生は保
護者同伴）
定員⇔25人（1グループ4人ま
で）（先着順）
申込⇔11月4日㈮から、電話で
受付

正月用寄せ植え花教室
ふれあいセンター 

88－7270

日時⇔12月20日〜22日 
13：30〜 
会場⇔ふれあいセンター 
定員⇔各回30人（先着順） 
費用⇔1,300円 
持ち物⇔エプロン、ゴム手袋また
は軍手 
申込⇔11月22日㈫から、電話
で受付

親子遊び教室
子育て支援センター 

89－1398

日時⇔11月9日㈬、12月14日
㈬、1月18日㈬、2月15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

６５歳これから講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔12月1日〜平成29年2
月2日の木曜日（12月29日、1
月5日を除く）（全8回）13：30〜
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔介護保険制度、動きやす
い身体作り、栄養の話など
対象⇔市内に在住の65〜74歳
定員⇔30人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、飲み物
申込⇔電話で受付

多文化共生防災講座
国際交流協会 83－1571

日時⇔12月11日㈰
13：30〜16:00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔なまず号での地震体験と
救命救急の体験
定員⇔50人（先着順）
申込⇔12月2日㈮まで、電話で
受付

介護者向け講演会
介護高齢課 89－2105

日時⇔12月13日㈫
13：30〜15:30
会場⇔ウィズ豊川
講師・内容⇔日本福祉大学中央
福祉専門学校専任教員・渡辺哲
雄さんによる「老いの風景 介護
する側、される側のこころ構えに
ついて」の講演
対象⇔高齢者を介護している方
定員⇔80人（先着順）
申込⇔電話で受付

和から洋への装い工夫展
環境課 89－２１４１

日時⇔１１月19日㈯・２0日㈰
１０：00〜16：００（２0日は１５：
００まで）
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（市催事場）
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

秋季大祭だ！いなり楽市
都市計画課 89－2147

日時⇔11月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、路上パフォ
ーマンス、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⇔17：00〜20：00、電
話で、いなり楽市実行委員会

（090－4193－0441）へ

とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔１１月13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
や加工品の販売
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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⇔12月10日㈯、1月14日
㈯9：00〜12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くアニマル
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⇔11月28日㈪から、電話
で受付

健康教育講座
県医師会 

052－241－4139

日時⇔11月25日㈮
14：00〜15:30
会場⇔市民プラザ（プリオⅡ）
講師・内容⇔名古屋医療センタ
ー眼科医長・廣瀬浩士医師による

「中高年に多い眼の病気とその
最新治療」と題した講座
対象⇔県内に在住の方
定員⇔100人（先着順）
申込⇔当日、会場へ

干支きり絵飾り作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔11月26日㈯、12月3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

ＤＶ基礎知識講座
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔11月23日㈬
10：00〜11：30
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⇔電話（０９０－６０８８－
５３０９）、またはF A X（87－
2564）で、豊川共生ネットみら
いへ。当日、会場でも受付
その他⇔有料で託児あり。11月
8日㈫まで、電話で、豊川共生ネ
ットみらいへ

こんにゃく作り
小坂井文化センター 

78－3586

日時⇔11月29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8日〜16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

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6日〜平成29年3月7日の火曜日
（全12回）
13：20〜14：50

中川トゥリサさん 15人

楽しい
スペイン語

（初中級）

12月7日〜平成29年3月8日の水曜日
（全12回）
19：30〜21：00

吉岡マリエラさん 15人

使える中国語2
（初中級）

12月8日〜平成29年3月9日の木曜日
（全12回）
19：30〜21：00

林明子さん 20人

英語で楽しい
ディスカッション

（初中級）

12月20日〜平成29年3月21日の火曜日
（全12回）
19：30〜21：00

ジョニー・
ロバートソンさん 20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
持ち物⇔筆記用具、ノート、辞書
申込⇔11月7日〜21日、電話で受付。応募者多数の場合は抽選
その他⇔12月27日〜1月5日は休講します

東三河人にやさしい街づくり
地域セミナーin豊川
建築課 89－2117

日時⇔11月26日㈯
10：00〜16：00
会場⇔豊川商工会議所
内容⇔車椅子の体験や高齢者
の疑似体験、講演など
講師⇔三重大学准教授・浅野聡
さん
定員⇔50人（先着順）
申込⇔11月18日㈮まで、電話、
またはFAX（89－2171）で受付

とよかわオープンカレッジ特別講座
とよかわオープンカレッジ 

75－6667

日時⇔12月4日㈰
14:00〜15:30
会場⇔市民プラザ（プリオⅡ）
講師・内容⇔二胡演奏家・王侃さ
んによる二胡の演奏、講演など
対象⇔18歳以上（高校生を除く）
定員⇔150人（先着順）
費用⇔500円
申込⇔12月2日㈮まで、直接、
または電話で、とよかわオープン
カレッジへ

酉（とり）の切り絵
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平成28年分青色決算等説明会
豊橋税務署 

0532－52－6201

日時⇔12月5日㈪
13：30〜15：30
会場⇔文化会館大会議室
内容⇔決算書の記載方法の説明
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
増額できます。追納を希望する
場合は、直接、保険年金課（本庁
舎1階）、または豊川年金事務所
で手続きしてください。

年末調整時に個人番号（マイナ
ンバー）などを記載してください
市民税課 89－2129

　平成28年分の給与支払報告
書には、個人番号、または法人番
号の記載が必要です。年末調整
をする方は、扶養控除等申告書
に必ず個人番号を記載してくだ
さい。給与支払者はその内容を
確認し、個人番号などを記載の
上、給与支払報告書を1月31日
㈫までに市民税課（北庁舎1階）
へ提出してください。給与支払
報告書は市民税課にあります（Ｈ
Ｐからダウンロード可）

市遺児の育成をはかる手当
子育て支援課 89－2133

　11月15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。

小・中学校の講師
学校教育課 88－8033

　平成２８・２９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２９
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

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

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7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

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２９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30日㈬まで（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丁目
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

豊川市民病院職員
市民病院 86－1111

　平成29年4月採用の職員を
募集します。
職種・定員⇔助産師・看護師は２０
人程度／任期付職員（看護職員
業務補助）は7人程度
試験日⇔12月3日㈯
申込⇔11月18日㈮まで（消印
有効）。申込書などを郵送で、市
民病院（〒442－8561八幡町
野路23）へ。申込書は、市民病院
ホームページからダウンロードで
きます
その他⇔2次試験があります。受
験資格など、詳しいことは、市民
病院ホームページを確認してく
ださい

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29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⇔1月21日㈯
申込⇔1月6日㈮まで、電話で受付
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児童虐待防止月間
子育て支援課 89－2160

　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）

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4日㈰
10：00〜15：00
会場⇔イオン豊川店
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

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29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

小坂井バイパスなどの 
回数券を払い戻します
県道路公社  

052－961－1621

　小坂井バイパスなどの回数券
の払い戻しを希望する方は、平
成30年3月31日㈯までに、申
込書に回数券を添えて、郵送で、
県道路公社（〒460－0002名
古屋市中区丸の内3丁目19－
30）へ申し込んでください。申
込書は、県道路公社ホームペー
ジからダウンロードできます。

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。

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８45円に改定されま
した。

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14日から20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14日〜18日は8：
30〜19：00／11月19日㈯・
20日㈰は10：00〜17：00
申込⇔相談専用電話（0570－
070－810）で受付

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／9月
火災 1件
救急 526件

◯人口と世帯／10月1日現在
総数 183,025人（＋65人）
男 90,962人（+26人）
女 92,063人（+39人）
世帯 68,972世帯（+60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。

都市計画に関する意見交換会

地区（中学校区） 期　日 会　場

豊川（東部、金屋） 11 月 15 日㈫ 18：30 〜 桜ヶ丘ミュージアム

国府（西部） 11 月 16 日㈬ 18：30 〜 国府市民館

一宮（一宮） 11 月 17 日㈭ 18：30 〜 一宮生涯学習会館

小坂井（小坂井） 11 月 18 日㈮ 18：30 〜 小坂井生涯学習会館

諏訪（南部、代田） 11 月 21 日㈪ 18：30 〜 勤労福祉会館

音羽（音羽） 11 月 22 日㈫ 18：30 〜 音羽生涯学習会館

御津（御津） 11 月 24 日㈭ 18：30 〜 御津生涯学習会館

八幡（中部） 11 月 25 日㈮ 18：30 〜 八南公民館

　市では、総合計画に定められた地区ごとで、まちづくりに関する意
見を聞くため、都市計画マスタープラン住民意見交換会と立地適正
化計画説明会を開催します。

都市計画課 89－2169

小坂井バイパス
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