
みんなの写真展
赤塚山公園 89－8891

日時⇔2月15日〜3月20日
9：00〜17：00
会場⇔ぎょぎょランド2階ロビー
内容⇔市民から募集した赤塚山
公園の四季の写真を展示

天平の里を歩こう
三河天平の里資料館  

88－5881

日時⇔3月11日㈯
9：00〜12：30 
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔ボランティアガイドによる
史跡公園周辺の案内
定員⇔100人（先着順） 
申込⇔2月15日㈬から、電話で
受付

フラワーバレンタインダービー
農務課 89－2138

日時⇔2月13日㈪
17：00〜20：00
会場⇔豊橋駅自由通路催事場
内容⇔「照れくさいを快感に！」を
テーマに、豊川市・豊橋市・田原市
で収穫したバラなどの花を男性
にプレゼント
定員⇔1,000人（先着順）
その他⇔花がなくなり次第、終
了となります

生涯学習成果発表会
生涯学習課 88－8035

日時⇔3月5日㈰
10：30〜15：00
会場⇔プリオ生涯学習会館他
内容⇔とよかわオープンカレッジ
受講生と放課後子ども教室の児
童による舞台発表、開講予定の
講座の体験
その他⇔2月25日〜3月12日、
作品展示を行います

豊川海軍工廠跡地見学会
秘書課 ８９－２１２０

日時⇔2月12日㈰
1３：３０〜１５：30
会場⇔名古屋大学宇宙地球環
境研究所豊川分室（穂ノ原３丁
目）
申込⇔当日、会場へ
その他⇔２０人以上の団体で
参加する場合は、豊川海軍工廠
跡地保存をすすめる会（８５ー
１１９９）へ事前に連絡してくだ
さい

キュパティーノ市・ 
無錫市新呉区子ども作品展
市民協働国際課 89－2158

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⇔姉妹都市・キュパティーノ
市と友好都市・無

む

錫
しゃく

市新呉区の
小・中学生の美術作品を集めた
展覧会

旅籠大橋屋の俵を解く
民俗資料館 93－3013

期間⇔2月22日〜5月7日
時間⇔9：00〜17：00
会場⇔民俗資料館
内容⇔旅籠大橋屋にあった俵の
中に入っていたお札

ふ だ

などの紹介
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パパといっしょに☆ 
簡単お菓子づくり教室
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔3月19日㈰ 
10：00〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
対象⇔市内に在住の小・中学生
と保護者
定員⇔12組（保護者1人につき
子ども2人まで）
費用⇔1人300円
持ち物⇔エプロン、三角巾、布
巾、タオル
申込⇔2月6日〜17日、電話で
受付。応募者多数の場合は抽選
その他⇔託児あり。2月17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⇔2月26日㈰
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔木製の壁掛け時計作り
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⇔2月9日㈭から、電話で受
付

とよかわ農業塾
農務課 89－2138

日時⇔4月1日〜9月の土曜日で
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⇔20人程度
費用⇔1,500円
申込⇔2月15日㈬まで受付。申
込書、印鑑を持参の上、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

介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

日時⇔2月17日㈮、3月14日㈫
13：30〜15：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔介護者同士の情報交換
対象⇔高齢者を介護している方
申込⇔当日、会場へ

とよかわフラワープロジェクト恋活
農務課 89－2138

日時⇔3月18日㈯
10：00〜14：00
会場⇔市内のバラ農園など
内容⇔バラの収穫体験やミニブ
ーケ作りなどで男女交流
対象⇔おおむね25〜40歳の独
身の男女（男性は商工会議所会
員事業所の経営者・従業員、ＪＡひ
まわり青年部だけ）
定員⇔20人（男女各10人）
費用⇔男性は5,000円／女性
は3,000円
申込⇔申込書を、直接、郵送（〒
442－8540豊川町辺通4－
4）、またはFAX（84－1808）
で、商工会議所へ。商工会議所
ホームページでも受付。申込書
は商工会議所などにあります。
応募者多数の場合は抽選

県狩猟免許試験対策講習会
農務課 89－2138

日時⇔2月12日㈰
9：30〜16：30
会場⇔総合体育館
内容⇔筆記試験・実技試験対策
申込⇔電話で、愛知東三河猟
友会（宮田）（090－3154－
1132）へ。愛知東三河猟友会
ホームページでも受付

ジャマイカってどんな国
国際交流協会 83－1571

日時⇔2月19日㈰
14：00〜16：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔ジャマイカの文化や生活
習慣についての紹介
講師⇔ケリアン・ヘンダーソンさん
定員⇔60人（先着順）
費用⇔一般500円／会員400
円
申込⇔電話で受付

ふるさと再発見講座
三河天平の里資料館  

88－5881

日時⇔2月25日㈯
10：00〜12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔旗頭山の植物に関する解
説
定員⇔30人（先着順）
申込⇔2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⇔3月22日㈬・23日㈭ 
10：00〜15：00
会場⇔シルバー人材センター他
内容⇔座学と実地訓練
対象⇔市内に在住の60歳以上
で、シルバー人材センターで剪
定業務の従事を希望する方
定員⇔20人（先着順）
申込⇔電話で受付
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いなりんピック！！ 
おもてなしボランティア
観光協会 89－2206

　3月18日㈯に総合体育館で
開催するいなりんピック！！で、会
場整理などを行うボランティア
を募集します。
活動時間⇔8：50〜17：00
対象⇔中学生以上
定員⇔25人程度（先着順）
申込⇔はがきに①住所②氏名
③電話番号④参加可能時間⑤
学生の場合は、学年と学校名を
記入の上、観光協会（〒442－
0068諏訪3丁目133）へ。ＦＡＸ

（89－2276）でも受付

チラシ広告

乳幼児向け公共施設無料開放案内
チラシとポスターの広告事業主
企画政策課 89－2126

掲載場所・枠数⇔チラシとポスタ
ーの表面下部は2枠／チラシの
裏面は10枠
費用⇔チラシとポスターの表面
下部は1枠１万8,000円／チラ
シの裏面は1枠1万2,000円
掲載期間⇔5月〜平成30年4
月
サイズ・部数⇔チラシは縦5.0㌢
×横9.0㌢で1万7,200部／ポ
スターは縦7.0㌢×横12.7㌢で
70部
申込⇔3月3日㈮17：00まで

（必着）。申込書に広告原稿案、
会社案内、同意書を添えて、直接、
または郵送で、企画政策課（本庁
舎2階）へ。申込書などは、ＨＰか
らダウンロードできます

ひな人形作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔2月18日㈯
10：00〜12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔和紙と綿棒を使ったひな
人形作り
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⇔2月8日㈬から、電話で受
付

退職準備セミナー
商工観光課 89－2140

日時⇔2月25日㈯
9：30〜12:00
会場⇔市民プラザ（プリオⅡ）
内容⇔社会保険労務士・鈴木久
子さんによる「退職セミナー 定
年後の不安解消〜知って得する
年金、雇用・健康保険」と題した
講義
定員⇔60人（先着順）
申込⇔2月17日㈮まで、電話で、
県労働者福祉協議会東三河支部

（0532－64－7777）へ。FAX
（0532－63－3113）でも受
付

神経難病患者家族教室
豊川保健所 86－3189

日時⇔2月24日㈮
10：00〜12:00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔神経難病患者と家族の交
流会
申込⇔2月20日㈪まで、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⇔2月18日㈯、3月11日㈯
9：00〜12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くホバーク
ラフト作り
対象⇔小学4〜6年生
定員⇔各回32人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔2月6日㈪から、電話で受
付

三河国分尼寺跡史跡公園
ボランティア講座
三河天平の里資料館  

88－5881

日時⇔3月5日㈰・18日㈯・26日
㈰10：00〜12：00（全3回）
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔三河国分尼寺跡史跡公
園と三河天平の里資料館のボラ
ンティアガイドを養成するため
の講座
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の18歳以上
申込⇔2月27日㈪まで、電話で
受付

認知症サポーター養成講座
西部高齢者相談センター　　　

88－8005

日時⇔3月4日㈯
10：00〜11：30
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
対象⇔市内に在住の方
定員⇔40人（先着順）
申込⇔電話で受付

広 告 広 告 広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告
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臨時福祉給付金を支給します
福祉課 89－2424

　平成26年4月に行われた消
費税率引き上げの影響を緩和す
るため、所得の低い方を対象に
臨時福祉給付金を支給します。
対象の方には、2月末から申請書
を郵送します。
対象⇔平成28年度分の市民税
が課税されない方（市民税が課
税されている方の扶養親族や生
活保護者などを除く）
給付額⇔1人1万5,000円

児童手当を支払います
子育て支援課 89－2133

　2月定期支払い分を2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10月分から1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。

やねのにっぽうホール豊川
壁面の広告事業主
都市計画課 89－2147

掲載期間⇔4月1日〜平成30
年3月31日
掲載場所⇔やねのにっぽうホー
ル豊川（市催事場）第2催事場出
入り口横壁面
掲載枠数⇔1枠
費用⇔月額2,000円
条件⇔アルミフレームパネルに
収納できるもの
サイズ⇔縦103.0㌢×横72.8
㌢以内（B1サイズ、フレーム含
む）
申込⇔2月15日㈬まで、申込
書に広告原稿案、会社案内、同
意書を添えて、直接、都市計画課

（北庁舎3階）へ。申込書などは、
ＨＰからダウンロードできます

公売物件 面積
（㎡）

予定価格
（万円）

諏訪四丁目225番、
229番、230番 1,408.24 11,543

伊奈町新町畑97番
地1 233.54 1,112

伊奈町佐脇原664
番 578.42 1,637

花井町1番2、1番
15 140.36 714

不動産公売
財産管理課 89－2108

　市が所有する土地を一般競争
入札で売り払います。
入札日時⇔2月23日㈭15：00〜
入札会場⇔市役所北41会議室

（北庁舎4階）
その他⇔入札の参加には事前申
込が必要です。参加希望の方は、
お問い合わせください

米国オハイオ州トリード市 
海外派遣高校生
国際交流協会 83－1571

　今年の夏に開催される「トリー
ド インターナショナル ユース 
アカデミー2017」に派遣する
高校生を募集します。
派遣期間⇔7月23日〜8月6日
対象⇔市内に在住で、応募時に
高校1・2年生
募集人数⇔4人
費用⇔20万円程度
選考方法⇔書類審査と日本語・
英語による面接
申込⇔3月13日㈪17：00まで

（必着）。申込書に、作文と在学
証明書を添えて、直接、または
郵送で、国際交流協会（〒442
－0878新道町1丁目1－3）へ。
申込書は、国際交流協会などに
あります

量目検査の様子

市消費生活モニター
商工観光課 89－2119

　計量に関する調査・報告などを
行う市消費生活モニターを募集
します。
任期⇔4月〜平成30年3月31
日
対象⇔市内に在住で、市が開催
する研修会などに参加できる
20歳以上
定員⇔16人
謝礼⇔年額1万2千円（予定）
申込⇔2月28日㈫まで、直接、
または電話で、商工観光課（北庁
舎2階）へ

臨時保育士などの登録
保育課 89－2274

職種⇔臨時保育士、代替保育士、
4時間パート保育士（午前・午後）、
早朝保育担当職員、延長保育担
当職員
申込⇔随時受付。印鑑と履歴書
に、保育士の場合は保育士証、ま
たは保育士資格（取得見込を含
む）を証明する書類を添えて、直
接、保育課（本庁舎1階）へ
その他⇔勤務時間などは、保育
園によって異なる場合があります

広

告
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／12月
火災 1件
救急 703件

◯人口と世帯／1月1日現在
総数 183,074人（+33人）
男 91,162人  （+8人）
女 91,912人（+25人）
世帯 69,306世帯（+56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。

春の火災予防運動
消防本部予防課 89－9682

　３月１日から７日まで、「消しま
しょう その火その時 その場所
で」を統一標語に、春の火災予
防運動が全国一斉に展開されま
す。市では運動期間中、消防車
による防火広報や「火の用心」
の法被を着た保育園児などの通
園で火災予防を呼び掛けます。 
　平成２8年中の市内の火災発
生件数は40件でした。火災種
別の内訳は、「建物火災」21件、

「車両火災」3件、「その他の火
災」16件です。
　住宅では、周りに燃えやすい
物を置かないなど、放火されな
い環境づくりを心掛け、火災の
早期発見のため、住宅用火災警
報器を設置し、維持・管理に努め
ましょう。

２月は「家庭の日」運動強調月間
生涯学習課 88－8035

　市では、「親と子の 対話がつ
くる よい家庭」をスローガンに、
明るく楽しい家庭づくりを心掛
けていただこうと、毎月第３日
曜日を「家庭の日」と定め、２月を

「家庭の日」運動強調月間とし
ています。
　「家庭」は、かけがえのない生
活の基盤であり、家族がお互い
の心の触れ合いと連帯感を深
め、子どもが人間としての生き方
の基本を学ぶ最もたいせつな教
育の場です。家庭が担う役割の
重要性について認識を高め、家
族全員が明るく、楽しく、ゆとり
のある充実した日々を送ること
ができるように、「家庭の日」をき
っかけとして、明るい家庭づくり
を心掛けましょう。

経営体育成支援事業説明会
農務課 89－2138

　主に新規就農者が農業用機械
などを購入する際の経費の一部
を補助する、経営体育成支援事
業の説明会を開催します。
日時⇔2月23日㈭15：00〜
会場⇔市役所本33会議室（本庁
舎3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

農業人材バンクをご利用ください
農務課 89－2138

　市では、農家で働きたい方と
人手不足で困っている農家を結
びつける情報提供の場として農
業人材バンクを設置しています。
農業に興味のある方、働き手を
必要としている農家の方は農業
人材バンクに登録をしてくださ
い。
対象⇔市内に在住、または在勤
の20歳以上
申込⇔申込書を、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）

農業人材バンク

農 家 働き手
（アシスタント）

登録 ・ 閲覧 登録 ・ 閲覧

情報提供情報提供

登録 ・ 閲覧

交渉 ・ 労働契約交渉 ・ 労働契約

登録 ・ 閲覧

情報提供情報提供

菜園名 募集
区画数 面積 費用（年額）

蔵子 3

２０㎡ 6,300円
八幡 4

伊奈 5

三蔵子 6

宿 1 3０㎡ 7,300円

麻生田 1 ５０㎡ 9,300円

愛知県の特定最低賃金の改正
豊橋労働基準監督署 

0532－54－1192

　県内の特定の産業に適用され
る7業種の最低賃金が平成28
年12月16日に改正されました。
詳しくは、豊橋労働基準監督署
へお問い合わせいただくか、愛
知労働局ホームページを確認し
てください。

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アラー
ト）による情報伝達訓練を実施し
ます。
日時⇔2月21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と防
災行政無線のチャイムが流れま
す

市民小菜園の利用者を募集
農務課 89－2138

対象⇔市内に在住し、農業に従
事していない方で、区画の管理
ができ、税などの滞納がない方
利用期間⇔4月1日〜平成30
年3月31日
申込⇔２月１7日㈮まで、直接、ま
たは電話で、農務課（北庁舎2
階）へ。応募者多数の場合は抽選
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