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マネー抽選会！いなり楽市
都市計画課 89－21４７

日時⇔3月26日㈰
10：00〜16：00（雨天中止）
会場⇔豊川稲荷表参道他
内容⇔すわポン・狐娘ちゃんマネ
ースタンプラリーお楽しみ抽選
会、元気軒下市、新鮮青物市、ミ
ニビンゴ大会など
■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

こどもがわらうとせかいがわらう
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔3月20日㈪
10：00〜1６：00
会場⇔プリオ、諏訪公園
内容⇔手作り品や飲食物の販売、
キッズファッションショー、子育て
に関する講演など
その他⇔9：00〜17：00、下図
のとおり交通規制を行います

県動物保護管理センター 
見学ツアー
県動物保護管理センター東三河
支所 0532－33－3777

日時⇔3月17日㈮
13：30〜15：00
会場⇔県動物保護管理センター
東三河支所（豊橋市神野新田町）
内容⇔施設の見学など
対象⇔県内に在住の方
定員⇔20人
申込⇔3月14日㈫まで、電話で
受付。応募者多数の場合は抽選

ちょこっとしいくいん
赤塚山公園 89－8891

日時⇔3月27日㈪・29日㈬・30
日㈭・31日㈮、4月3日㈪・5日㈬
13：30〜14：00
会場⇔アニアニまある
内容⇔飼育員の仕事を体験
対象⇔3〜10歳
定員⇔各回10人（先着順）
申込⇔当日の9：00から、直接、
ぎょぎょランドで受付

とが楽市
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔3月15日㈬
10：00〜15：00
会場⇔砥鹿神社表神門前駐車場
内容⇔東三河を中心に活動する
移動販売車によるグルメなどの
販売

消防団観閲式
消防本部総務課 89－９５７６

日時⇔3月12日㈰10：00〜
会場⇔総合体育館前広場（雨天
の場合は、総合体育館に変更）
内容⇔消防団などによる観閲や
分列行進、優良分団・消防団員
などへの表彰

アスパラガス収穫体験
農務課 89－２１３８

日時⇔3月19日㈰
10：00〜12：00
会場⇔御津町内の畑
定員⇔25組（1組5人まで）
費用⇔1組1,000円
申込⇔3月7日㈫まで。申込書を
直接、またはＦＡＸ（84－6226）
でJAひまわり中部営農センター
へ。申込書は、JAひまわり本・支
店・施設、農務課（北庁舎2階）な
どにあります（ＨＰからダウンロー
ド可）。応募者多数の場合は抽選

＝車両通行止 ●樋口病院

●豊川郵便局

プリオ2

●総合体育館
●消防署

プリオ
諏訪
公園 諏訪公共

第二駐車場

諏訪公共
第一駐車場

体育館前

警察署南
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※いずれも全15回（祝日を除く）

とよかわ就職サポートフェス
商工観光課 89－2140

日時⇔3月14日㈫
14：00〜15：30
会場⇔プリオ4階大講義室
内容⇔就職活動に役立つ応募書
類の作り方や面接の受け方の紹
介、個別カウンセリングなど
対象⇔40歳未満の就職を目指
す方
定員⇔20人（先着順）
申込⇔3月13日㈪まで、電話
で、がまごおり若者サポートステ
ーション（６７－３２０１）へ

県男女共同参画人材育成セミナー
人権交通防犯課 ８９－２１４９

日時⇔5月〜平成30年3月（全
8回）10：30〜15：30
会場⇔ウィルあいち（名古屋市
東区）
内容⇔女性や社会に関わる諸問
題を学ぶ講座など
対象⇔市内に在住の18〜65
歳の女性
定員⇔1人
申込⇔3月6日〜21日、直接、ま
たは電話で人権交通防犯課（北
庁舎2階）へ。応募者多数の場合
は書類選考により決定します
その他⇔交通費・食費は自己負担

出張サンテパルクinぎょぎょランド 
子ども工作教室
赤塚山公園 89－8891

日時⇔3月12日㈰ 
10：00〜15：00
会場⇔ぎょぎょランド
内容⇔息を吹きかけると回るチ
ューリップ作り
定員⇔200人（先着順）
申込⇔当日、会場へ

ふるさと再発見講座
生涯学習課 ８８－８０３５

日時⇔3月25日㈯
10:00〜12:00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔国指定の天然記念物であ
る御油のマツ並木の保護の歴史
に関する解説
定員⇔30人（先着順）
申込⇔3月8日㈬から、電話で受
付

市民健康講座
市民病院 ８６－１１１１

日時⇔3月21日㈫
14：00〜15：00
会場⇔市民病院講堂
講師・内容⇔市民病院脳神経外
科医長・渡邉隆之医師などによる

「脳卒中予防について〜脳卒中
にならないために、なってしまっ
たら〜」と題した講演
定員⇔100人（先着順）
申込⇔電話で受付。当日、会場で
も受付

ちから塾15回コース
介護高齢課 89－2105

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
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上で介助の必要がない
方
定員⇔各30人程度
申込⇔3月21日〜27日の9:00
から、電話で受付

小坂井文化センター講座
小坂井文化センター 
７８－３５８６

■子ども英会話教室
時間⇔9：00〜9：50
講師⇔ピーター・キスさん
対象⇔市内に在住の新小学1年
生
定員⇔15人
費用⇔1,500円
■書道教室
対象・時間⇔市内に在住の新小
学３〜６年生は９：３０〜１０：２０／
市内に在住の15歳以上は10：
30〜11：30
講師⇔坂部新蔵さん
定員⇔各12人
費用⇔2,000円
持ち物⇔書道用具一式、半紙、
筆記用具

【共通事項】
期日⇔4月8日〜平成30年3月
の土曜日で月3、4回
会場⇔小坂井文化センター
申込⇔3月5日〜１4日の９：００
〜１７：００、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

日　時 会場

4月10日〜7月24日
の月曜日
13:45〜15:00

東部地域福祉
センター

4月11日〜7月18日
の火曜日
9:45〜11:00

ふれあい
センター

4月12日〜7月26日
の水曜日
9:45〜11:00

フロイデン
ホール

とよかわ農業市
農務課 ８９－２１３８

日時⇔3月5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
や加工品などの販売
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盲導犬体験会
福祉課 89－2131

日時⇔4月16日㈰
10：00〜15：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔盲導犬訓練士の講演、体
験歩行など
定員⇔40人
費用⇔500円
申込⇔4月8日㈯まで、電話で、
コンパス（加藤・鬼塚）（0532－
26－6861）へ

ひきこもり家族教室
豊川保健所 86－3626

日時⇔3月16日㈭
14：00〜15：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔臨床心理士・原田宗忠さ
んによる「ひきこもりにおける心
の様子と、心の成長」と題した講
話
対象⇔ひきこもり者の家族
定員⇔30人（先着順）
申込⇔3月15日㈬まで、電話、
またはFAX（89－6758）で受
付

初心者向け文化講座
豊川文化協会 89－7082

■楽しい川柳講座
日時⇔4月5日〜26日の水曜日

（12日を除く）（全3回）
10：00〜12：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔豊川やしの実会会員
対象⇔16歳以上
定員⇔20人
費用⇔700円
■茶道講座Ⅰ（抹茶）
日時⇔4月8日〜5月13日の土
曜日（5月6日を除く）（全5回）
13：00〜15：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔宗徧吉田流・水野宗清さ
ん
対象⇔16歳以上
定員⇔15人
費用⇔2,500円
■はじめてのフラ（ダンス）講座
日時⇔4月22日〜5月27日の
土曜日（5月6日を除く）（全5回）
9：30〜11：00
会場⇔ハートフルホール
講師⇔高木よし子さん
対象⇔16歳以上の女性
定員⇔20人
費用⇔1,000円

【共通事項】
申込⇔3月20日㈪まで（消印有
効）。はがきに①講座名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）を記入
の上、豊川文化協会（〒442－
0064桜ヶ丘町79－2）へ。各
講座1人1通だけ有効。電話でも
受付。応募者多数の場合は抽選。
また、応募が10人に満たない場
合は開講されません

自衛官
自衛隊愛知地方協力本部　　
豊川地域事務所 85－2411

■予備自衛官補（一般・技能）
資格⇔一般は18〜33歳／技
能は18〜54歳
試験日⇔4月14日〜18日のい
ずれか1日
申込⇔4月7日㈮まで、電話で受
付
■幹部候補生（一般）
資格⇔22〜25歳で、短大を除
く大学卒業者（平成30年3月
31日までに卒業見込を含む）
試験日⇔5月13日㈯・14日㈰
申込⇔5月5日㈮まで、電話で受
付
■幹部候補生（歯科・薬剤科）
資格⇔歯科は20〜29歳で、専
門の大学卒業者／薬剤科は20
〜27歳で、専門の大学卒業者

（いずれも平成30年3月31日
までに卒業見込を含む）
試験日⇔5月13日㈯
申込⇔5月5日㈮まで、電話で受
付

児童クラブ支援員の登録
保育協会 89－2134

　児童クラブで、児童の遊びや
生活の指導を行う支援員、補助
員の登録を受け付けています。
開設時間⇔14：00〜19：00

（祝日、学校代休日は8：00〜
19：00）
賃金⇔支援員は時給1,010円
／補助員は時給950円（いずれ
も4月から増額の予定）
申込⇔随時受付。履歴書を、直
接、保育協会へ

平和都市推進協議会会員
平和都市推進協議会 

（行政課内） 8９－２１２３

　平和都市宣言の理念を実現す
るための事業を行う「平和都市
推進協議会」では、趣旨に賛同す
る一般会員を募集します。
会員期間⇔4月1日〜平成30
年3月31日
資格⇔個人、または会社などの
団体
会費⇔1口1,000円
申込⇔直接、または電話で平和
都市推進協議会へ。HPでも受
付。なお、理事への就任を希望す
る方は、4月7日㈮まで、直接、ま
たは電話で申込をしてください
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子育てサークル一覧への
掲載希望サークル
子育て支援センター 

89－1398

　子育て支援センターでは、子
育てサークル一覧を作成し、子
育て中の方に提供しています。
平成29年度版に掲載するサー
クルを募集します。
資格⇔子ども同士の触れ合いや
仲間作りを通じて、子育てをより
充実させることを目的としたサ
ークル
申込⇔3月15日㈬まで、直接、
または電話で子育て支援センタ
ーへ
その他⇔引き続き掲載を希望す
る場合でも、申込が必要です

市民協働推進委員会委員
市民協働国際課 89－2165

　市民協働の推進に関する重
要な施策などを検討する委員会

（年6回程度）の委員を募集しま
す。
対象⇔市内に在住の18歳以上
募集人数⇔若干名
任期⇔5月下旬〜平成30年3
月31日
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔4月3日〜17日（必着）。
①郵便番号・住所②氏名③生年
月日④電話番号⑤性別⑥市民活
動歴⑦関心のあることを記入の
上、「市民協働によるまちづくり」
をテーマとした600字程度の
小論文を添えて、直接、または郵
送で、市民協働国際課（北庁舎２
階）へ

豊川市青年団協議会団員
生涯学習課 ８８－８０３５

　豊川市青年団協議会は、献血
事業、地域のお祭りなど、さまざ
まな行事で活動しています。18
歳から25歳までの方で、入会を
希望する方は、電話で生涯学習
課まで申込をしてください。

公用車広告事業主
財産管理課 89－2108

掲載期間⇔5月1日〜平成30年
3月31日
掲載場所⇔公用車（軽自動車）車
両側面
募集枠数⇔7枠（1台の左右両面
で1枠）
費用⇔1枠月額2,000円
掲載方法⇔特殊フィルムなどに
よる貼付（車両塗装に影響のな
いもの）
サイズ⇔縦50㌢×横50㌢以内
申込⇔3月17日㈮まで。申込書
に広告原稿案、会社概要などを
添えて、直接、財産管理課（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

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
資産税課 89－2130

　市内に所在する土地・家屋の
価格(評価額)を確認できます。
期間⇔4月3日〜5月31日
会場⇔市役所北12会議室（北
庁舎1階）
対象⇔固定資産の所有者、所有
者と同世帯の親族、亡くなられ
た所有者の相続人、所有者から
委任を受けた方
持ち物⇔本人確認ができる書面、
所有者との続柄の分かるもの、
委任状など
その他⇔価格(評価額)について
不服がある場合は、固定資産課
税台帳に価格等を登録した旨の
公示の日から納税通知書の交付
を受けた後3カ月以内に、豊川
市固定資産評価審査委員会へ
審査の申出ができます。なお、納
税通知書は5月に発送します

平成30年度就学説明会
学校教育課 88－8033 

日時⇔4月19日㈬
9：30〜12：00
会場⇔御津文化会館
内容⇔発達に不安のある子ども
の就学先を考える説明会
講師⇔豊川さくら病院児童精神
科・大原聖子医師など
対象⇔4・5歳児の保護者
申込⇔当日、会場へ

区　分 現　行 改定後

小学校 230円 245円

中学校 260円 275円

市遺児の育成をはかる手当
子育て支援課 89－2133

　3月15日㈬に、指定された金
融機関口座に振り込みます。今
回、支払うのは平成28年12月
分から平成29年3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。

学校給食費の改定
学校給食課 86－7601

　食材料費の値上がりなどのた
め、４月から学校給食費を改定し
ます。

1食当たりの学校給食費の改定額

広 告

町内会加入促進キャンペーン
市民協働国際課 89－2165

日時⇔3月30日㈭・31日㈮
9：00〜12：00、13：00〜16：00
会場⇔市役所１階ロビー
内容⇔町内会の活動紹介や町内
会加入の案内。10：00と14：00
に、いなりんが登場
その他⇔３月２1日〜４月7日、
市役所１階ロビーで町内会活動
を紹介するパネルを展示します
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／1月
火災 3件
救急 748件

◯人口と世帯／2月1日現在
総数 183,030人（－44人）
男 91,142人（－20人）
女 91,888人（－24人）
世帯 69,356世帯（＋50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。

　智恵文殊まつりが、3月26
日㈰に財賀寺で開催されま
す。これに合わせて、9:00か
ら15:30まで、右図のとおり
車両通行禁止、一方通行など
の交通規制を行います。周辺
の道路は混雑が予想されます。
バスなどを利用し、自動車の
利用はご遠慮ください。

智恵文殊まつりでの交通規制　豊川警察署 89－0110

財賀寺

中田バス停

ゆうあい
の里

星野
神社

＝車両通行止
＝一方通行

自転車
駐輪場

駐車場

東名高速道路

＝臨時バス停

■臨時バスの運行
　当日は、名鉄国府駅か
ら財賀寺（中田バス停）
までの区間で臨時バス
が約30分間隔で運行さ
れます（国府駅の始発は
9：00、財賀寺の終発は
15：30）

農薬・除草剤の使用にはご注意を
農務課 89－2138
　暖かい季節になると、農薬や
除草剤を使用する機会が多くな
ります。使う場合は、①製品ラベ
ルに記載された使用方法の規定
を守ること②風向きに配慮する
こと③住宅地や公園・広場などへ
の飛散を防ぐこと④散布の際に
は看板を立てるなど周知をする
こと⑤不要になった農薬や空容
器は適切に処理することなど、周
囲への影響に注意してください。

人・農地プラン説明会
農務課 89－2138

日時⇔3月28日㈫15：00〜
会場⇔市役所本34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
その他⇔当プランに位置づけら
れると融資の無利子化や青年就
農給付金などの支援を受けられ
ます

老人憩の家の廃止
介護高齢課 89－2105

　４月１日から、市内に１０カ所
ある老人憩の家は廃止とし、下
表のとおり移行します。

老人憩の家 移行後

一宮東部、一宮西
部、赤坂台、金野、
泙野、豊沢、大草

地域の集会所

白萩荘、喜楽荘 地区市民館

みやじ荘 廃止

豊川市市民協働推進事業
補助金公開審査
市民協働国際課 89－2165

　平成２９年度に実施予定で、補
助金対象となる協働事業の公開
プレゼンテーションを開催します。
日時⇔3月25日㈯
13：30〜16:00
会場⇔とよかわボランティア・市
民活動センタープリオ（プリオ4
階）
申込⇔当日、会場へ

ふれあいセンタ－ 
生きがい農園事業の廃止
介護高齢課 89－2105

　３月３１日㈮で、ふれあいセン
ター生きがい農園事業を廃止し、
草花などの販売も終了します。

バラに関するアンケート調査
農務課 89－2138

　豊川産の花によるまちおこし
に取り組む「とよかわフラワープ
ロジェクト」では、バラに関するア
ンケート調査を行います。
対象⇔市内に在住の方
申込⇔3月17日㈮まで、回答用
紙を、直接、ＪＡひまわり本・支店、
または豊川商工会議所へ。回答
用紙は、ＪＡひまわり本・支店、豊
川商工会議所にあります（各ホ
ームページからダウンロード可）
その他⇔詳しいことは、ＪＡひま
わり本店（85－3171）、または
豊川商工会議所（86－4101）
へ問い合わせてください
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