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美術館めぐり
豊川文化協会 89－7082

期日⇔2月22日㈬・24日㈮
見学先⇔静岡市美術館、秋野不
矩美術館（静岡県）
集合場所・時間⇔桜ヶ丘ミュージ
アムに8：45
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の16歳以上
定員⇔各回23人 
費用⇔3,400円
申込⇔1月28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

東三河日本語スピーチコンテスト
国際交流協会 8３－１５７１

日時⇔1月22日㈰13：30〜
会場⇔音羽文化ホール
内容⇔東三河5市で選ばれた外
国籍の方が日頃感じていること
などを日本語で発表
申込⇔当日、会場へ

節分＆折り紙交流会
国際交流協会 83－1571

日時⇔1月29日㈰
13：30〜15：30 
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔すわポンや外国籍の方と
の豆まきや折り紙、紙芝居など
を通した交流
定員⇔40人 
費用⇔高校生以上は300円／
小・中学生は100円／未就学児
は無料 
申込⇔1月20日㈮まで、電話で
受付

マレットゴルフ普及月例会
公園緑地課 ８９－２１７６

日時⇔1月28日㈯、2月25日㈯、
3月25日㈯９：０0〜（雨天中止）
会場⇔手取山公園
定員⇔各回2５人（先着順）
申込⇔当日、会場へ
その他⇔参加賞があります

とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔1月22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

フラワードリーム
農務課 89－2138

日時⇔2月4日㈯10：00〜18：
30／2月5日㈰10：00〜16：
30
会場⇔ほの国百貨店（豊橋市駅
前大通）
内容⇔東三河の花の展示・即売
会、抽選会など
その他⇔詳しくは、フラワードリ
ーム実行委員会（0532－51－
2475）へお問い合わせください

秋野不矩美術館

昨年の様子
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ガイドヘルプ介助基礎講座
福祉課 89－2131

日時⇔1月20日㈮
10：00〜13：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔視覚障害の方の外出を介
助するガイドヘルプの基礎を学
ぶ講座と介助の体験
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の18歳以上
定員⇔20人（先着順）
費用⇔500円
持ち物⇔筆記用具
申込⇔電話で、ガイドヘ ルプ
あゆみ（川上）０8０－5153－
0289へ
その他⇔動きやすい服装で参加

農作物鳥獣害対策セミナー
農務課 89－2138

日時⇔2月5日㈰13：30〜
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔サル・シカなどによる農作
物被害の対策に関する講話
定員⇔200人（先着順）
申込⇔当日、会場へ

高齢者社会参加促進事業
合同説明会
県高齢福祉課 

052－954－6285

時間⇔11：00〜16：00
内容⇔高齢者の社会参加を目的
とした、ＮＰＯ法人やボランティ
ア団体などの活動内容の紹介
対象⇔60歳以上の方、またはそ
の家族
申込⇔当日、会場へ

豊川市ファミリー・
サポート・センター

依頼会員

❻報酬の授受

❺援助活動の
実施　　

❹事前の打ち合せ

❸援助会員
　の紹介 ❼援助活動

　報告書の提出

❷
援助
協力の
依頼

❶
援助の
申込み

応援して
ほしい人

援助会員
応援

したい人

期 日 会 場

1月21日㈯
一宮地場産業ファッショ
ンデザインセンター

（一宮市）

1月24日㈫ 愛知芸術文化センター
（名古屋市）

1月31日㈫ 刈谷市産業振興センター
（刈谷市）

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⇔1月28日㈯
13：00〜16：15
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（市催事場）
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⇔1月20日㈮まで、電話で
受付
その他⇔託児あり。依頼会員は
説明会だけの参加となります

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⇔2月4日㈯
10：00〜13：30
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔惣菜パンとハリネズミパ
ン作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔1 2 組（ 1 組 2 人まで ）

（先着順）
持ち物⇔エプロン、三角巾、手ふ
きタオル、布巾3枚、持ち帰り用
袋、飲み物
申込⇔1月19日㈭から、電話で
受付

凧（たこ）作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔1月15日㈰ 
10：00〜12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔竹や和紙を使ったたこ作
りとたこ揚げ
対象⇔市内の小学生（３年生以
下は保護者同伴）
定員⇔15人（先着順）
申込⇔1月6日㈮から、電話で受付

豊川子ども美術展
学校教育課 88－8033

日時⇔2月16日〜19日9：00
〜17：00（19日は16：00まで）
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
内容⇔市内の小・中学生の美術
作品を集めた展覧会
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小・中学校外国人英語指導助手
学校教育課 88－8033

　平成29年4月採用予定の小・
中学校英語指導助手を募集しま
す。
応募資格⇔英語を常用語とし、
英語教育に意欲的で、自家用車
で通勤可能な方
人員⇔3人
試験内容⇔書類審査と面接試験
申込⇔１月20日㈮まで。履歴書
と外国人登録証（写し）を、直接、
学校教育課（音羽庁舎３階）へ

収納嘱託員（職務経験者）の登録
収納課 89－21６２

　市税などの徴収や納付奨励、
収納課職員の補助業務を行う収
納嘱託員の登録を受け付けてい
ます。
対象⇔パソコンの基本操作がで
き、普通自動車免許を有し、民間
企業、各種団体、地方自治体など
において、収納嘱託員業務に生
かすことのできる２年以上の職
務経験と専門知識を有する方
賃金⇔月給17万6,400円
申込⇔随時受付。申込書を、直
接、収納課（北庁舎1階）へ。申込
書は、収納課にあります（HPか
らダウンロード可）

高額医療・高額介護合算療養費の
支給申請はお済みですか
保険年金課 89－2164 
介護高齢課 89－2286

　１年間にかかった医療保険と
介護保険の自己負担額を合計し、
基準額を超えた金額を支給する、
高額医療・高額介護合算療養費
の支給申請を受け付けています。
今回の支給は、平成27年８月か
ら平成28年７月までの期間が
対象となります。
　国民健康保険および後期高齢
者医療制度の加入者で支給の
見込みのある方には、平成28年
12月に支給申請に関するお知
らせを送付しています。期間中
に医療保険や世帯構成の異動な
どがあった方には、お知らせでき
ない場合があります。
　なお、国民健康保険および後
期高齢者医療制度以外の医療
保険に加入している方は、直接、
各医療保険者へお問い合わせく
ださい。

国民健康保険料の 
納め忘れはありませんか
保険年金課 89－2１１８

　病気やけがをしても、安心して
治療を受けられるよう、国民健康
保険が医療費の多くを負担して
います。保険料を未納のままに
しておくと、きちんと納めている
人との負担の公平を欠くばかり
か、国民健康保険の運営に支障
をきたすことにもなります。保険
料は期日までに納めましょう。
　なお、保険料の納付には、口座
振替が便利です。申込手続きは、
市内にある金融機関、または郵
便局でできます。保険料の納入
通知書、または領収書、通帳と通
帳の届出印を持参の上、お出掛
けください。

商業登記セミナー
名古屋法務局 

052－952－8175

日時⇔2月15日㈬ 
14：00〜15：40
会場⇔愛知県司法書士会館（名
古屋市熱田区）
対象⇔中小企業を経営している
方、総務事務を担当している方
定員⇔100人（先着順）
申込⇔電話で、愛知県司法書士会

（052－683－6683）へ

労働講座
県東三河総局産業労働課 

0532－54－2582

時間⇔13：30〜16：30
会場⇔東三河総合庁舎（豊橋市
八町通）
定員⇔各回60人（先着順）
申込⇔第1回は1月13日㈮まで、
第2回は1月26日㈭まで、電話
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⇔2月18日㈯
14:00〜15:30
会場⇔音羽生涯学習会館
講師・内容⇔名古屋女子大学文
学部教授・竹尾利夫さんによる

「万葉集と古代史からみた三河
地方」と題した講座
対象⇔18歳以上（高校生を除く）
定員⇔60人（先着順）
費用⇔500円
申込⇔1月4日〜2月17日、直
接、または電話で、とよかわオー
プンカレッジへ

期 日 内 容

第1回
1月20日㈮

未払い残業を未然に防
ぐ労働時間管理につい
て

第2回
2月  2日㈭

職場のパワハラやいじ
めなどのハラスメント
対策について

高齢者の施設の老活講座
介護高齢課 89－2173

日時⇔1月24日㈫
13：30〜15:00
会場⇔市民プラザ（プリオⅡ）
内容⇔高齢者の施設についての
解説、高齢者の求人情報やボラ
ンティア活動募集の紹介
定員⇔100人（先着順）
申込⇔電話で、介護保険関係事
業者連絡協議会（93－0801）へ
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償却資産（固定資産税）の申告
資産税課 89－2130

　平成29年1月1日現在、減価
償却の対象となる事業用の資産
を市内に所有している場合、1月
31日㈫までに、市に申告する必
要があります。期限間近になると
窓口が込み合いますので、早め
の申告をお願いします。なお、申
告書類が必要な方は、資産税課
へ連絡してください（HPからダ
ウンロード可）。

国民年金保険料の納付は 
口座振替のご利用を
保険年金課 89－2177

　口座振替で保険料を前納する
と、納付書（現金）で前納した場
合に比べ、割引額が大きくなりま
す。なお、平成29年度以降の保
険料を口座振替で前納する場合
は、2月28日㈫までに申込が必
要です。年金の納付書、通帳、通
帳の届出印を持参の上、金融機
関で申し込んでください。

小学校就学通知書・入学説明会
学校教育課 88－8033

■就学通知書
　平成29年４月に小学校へ入
学予定の児童の保護者へ１月中
に就学通知書を郵送します。就学
届に必要な事項を記入の上、２月
28日㈫までに、就学指定校へ提
出してください。なお、引っ越し
などにより入学する小学校が変
わる予定の方は、事前に学校教
育課へ連絡してください。新しい
就学通知書を渡しますので、住
民票の異動が終わりましたら、子
育て支援課（本庁舎１階）、または
学校教育課（音羽庁舎３階）へお
越しください。
■入学説明会
　入学説明会を２月2日㈭午後
から、各小学校で開催します。内
容については、１月末までに案内
文を郵送します。

保育園・小規模保育事業所入園の
仮受付
保育課 89－2274

　平成29年度中に出産休暇・育
児休業を終えて職場復帰する方
などを対象に、平成29年4月1
日現在で３歳未満の子どもを、５
月以降に保育園、または小規模
保育事業所へ入園させるための
仮受付を２月1日㈬から行いま
す。希望する方は、直接、保育課

（本庁舎１階）へお越しください。

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、1月27日か
ら2月10日まで、設備点検のた
め休業となります。

市営住宅入居者を募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔4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
3ＤＫは2人家族以上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⇔1月4日〜17日。申込書、
個人番号カード、または通知カー
ドと運転免許証などの顔写真付
き身分証明書を持参の上、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⇔1月２5日㈬10：00か
ら、市役所本33会議室（本庁舎
3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）

3DK

金屋 1戸（ － ）

西豊 1戸（ － ）

弥生 1戸（ － ）

睦美 1戸（ － ）

第二曙 1戸（ － ）

蔵子 2戸（ － ）

赤代 2戸（ － ）

穂ノ原 2戸（ － ）

上野 3戸（ － ）

東数谷原 5戸（ 1戸）

東部 6戸（1戸）

千両     18戸（4戸）

4DK

豊川 1戸（ － ）

東部 1戸（ － ）

上野 1戸（ － ）

西豊 2戸（ － ）

地域巡回健診を追加で実施
保険年金課 89－2135

日時⇔１月29日㈰、2月10日㈮
13：30〜15：00 
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（市催事場）
対象⇔国民健康保険に加入して
いる40歳以上の方と、後期高齢
者医療制度に加入している方で、
特定健診や後期高齢者医療健診
を受けていない方
持ち物⇔健康保険証、受診券、
前年度の健診結果（ある方だけ）
申込⇔当日、会場へ 
その他⇔当日の希望者が１００人
を超えた場合は、受診できない
場合があります。結核・肺がん検
診はありません
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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

　認知症、知的障害、精神障害
などの理由により、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の利
用について、司法書士が無料で
相談に応じます。
日時⇔2月16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⇔1月10日㈫から、電話で
受付

農業振興地域整備計画案の縦覧
農務課 89－2138

　豊川農業振興地域整備計画
の変更案を縦覧します。なお、こ
の案について意見のある方は、
縦覧期間中に意見書を提出する
ことができます。
縦覧期間⇔1月4日〜2月3日
縦覧場所⇔農務課（北庁舎2階）

検察審査会にご相談を
豊橋検察審査会 
０５３２－５２－３２８３

　交通事故、詐欺、恐喝などの犯
罪の被害に遭い、警察や検察庁
に訴えても、検察官がその加害
者を起訴してくれない場合、検
察審査会に申立てをすることが
できます。費用は無料で、秘密は
堅く守られます。お気軽にご相談
ください。

確定申告の相談会を開催
豊橋税務署 
 0532－52－6201

期間⇔２月1日〜15日（土・日曜
日、祝日を除く） 
時間⇔9：00〜12：00／13：00
〜17：00 
会場⇔豊橋税務署（豊橋市大国
町） 
対象⇔①公的年金等受給者で
所得税及び復興特別所得税の
還付申告をする方②給与所得者
で金融機関などから借入をして、
新築、または中古住宅を取得し
た方 
申込⇔当日、会場へ

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／11月
火災 2件
救急 615件

◯人口と世帯／12月1日現在
総数 183,041人（＋13人）
男 91,154人（+34人）
女 91,887人（－21人）
世帯 69,250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。

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 

（区画整理課内） 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⇔2月2日㈭14：00〜
入札場所⇔一宮支所2階会議室 
入札保証金⇔各筆10万円
申込⇔1月4日〜31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、1月4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

文化財消防訓練
消防本部予防課 89－9682

日時⇔1月21日㈯9：30〜
会場⇔法往寺（御津町）
内容⇔消防署、消防団、地域の
方など約80人と消防車両5台に
よる訓練

就農・営農相談会
農政企画協議会（農務課内） 

89－2138

　農業を始めたい方、営農地の
集約や規模を拡大したい方を対
象とした相談会を開催します。
日時⇔1月27日㈮
13：30〜16:00
会場⇔小坂井支所第二会議室

（小坂井支所2階）　　　　 
申込⇔当日、会場へ

消防署の救急体制を強化します
消防本部総務課 89－9517

　市では、救急出動件数の増加
に伴う現場到着時間の遅延傾向
を是正し、救命率の向上を図る
ため、高規格救急自動車を１台
増車し、６台体制での運用を開始
します。
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