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※費用の記載のないものは無料 ※郵送先の記載のないものは
「〒442ー 8601諏訪1 丁目 1」宛て
※HP：市ホームページ ※日時は、特別な記載がある場合を除き、各施設などの開庁日・執務時間内

とよかわ観光ものしり検定
～訪ねて探す体感クイズラリー～

三河國一之宮 砥鹿神社
特別参拝と紙芝居

商工観光課

観光協会

89－2140

期日⇔平成30年1月31日㈬ま
で
内容 ⇔ 市内を巡りながら、観光
地に関する問題の答えを探して
解くクイズラリー
応募方法⇔平成30年1月31日
㈬まで（消印有効）。問題用紙に
設けた解答欄を切り取り、直接、
または郵送で、商工観光課（北庁
舎2階）へ。各支所にある応募箱
へ投函することもできます。問題
用紙は、商工観光課、各支所など
にあります

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⇔8月18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
（先着順）
定員⇔20人
申込 ⇔ 8月14日㈪までの10：
00～17：00、
電話で受付

とよかわまつり動画試写会
観光協会

89－2206

日時 ⇔ 8 月2 6日㈯ 1 6：0 0～
17：00／17：00～18：00
会 場 ⇔ 市 民プラザ（プリオⅡ4
階）
内容 ⇔ 市内の祭りやイベントの
PR動画の上映
定員⇔各回300人（先着順）
電話、
ま
申込⇔8月18日㈮まで、
たはFAX
（89－2276）
で受付
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89－2206

日時⇔8月16日㈬
10：00～12：00
会場⇔砥鹿神社
ほ く ら
か ぐ ら
内容⇔神庫の特別見学や神楽つ
きの特別参拝、神庫に保管され
た紙芝居の朗読など
定員⇔40人程度
費用⇔1,000円（高校生以下は
は無料）
申込⇔８月10日㈭まで（消印有
効）。はがきに①氏名②郵便番
号・住所③年齢④電話番号⑤職
業を記入の上、
観光協会
（〒442
－0068諏訪3丁目133）へ。
電話、
またはFAX
（89－2276）
でも受付

天平ロマンの夕べ
万灯点灯と五色百人一首大会
三河天平の里資料館
88－5881
■万灯点灯
時間⇔18：00～18：30
対象⇔市内の小学生と保護者
定員⇔30組（先着順）
持ち物⇔柄の長いライター
申込 ⇔ 8月13日㈰から、電話で
受付
■五色百人一首大会
時間⇔15：00～17：00
対象・定員⇔市内の小学1～3年
生は32人／市内の小学4～6年
生は32人
申込 ⇔ 8月9日～9月3日、電話
で受付
【共通事項】
期日⇔9月16日㈯（雨天の場合
は17日㈰に順延）
会場⇔三河国分尼寺跡史跡公園
その他⇔参加者に記念品あり

豊川市安全なまちづくり推進大会
人権交通防犯課

89－2149

日時⇔8月17日㈭13：30～
会場⇔文化会館大ホール
内容 ⇔ 安全なまちづくり功労者
への感謝状の贈呈や県警音楽隊
による演奏など

生涯学習成果発表会
生涯学習課 ８8－8035
日時⇔9月3日㈰
13：00～15：00
会場⇔市民交流ホール
（プリオ4
階）、市民プラザ（プリオⅡ4階）
内容 ⇔とよかわオープンカレッ
ジ受講生、放課後子ども教室の
児童による舞台発表など
その他 ⇔ 作品展示は８月２6日
～９月１0日

救急フェア2017
消防署

89－9751

日時⇔9月9日㈯
10：00～14：00
会場⇔東三河ふるさと公園
内容⇔ＡＥＤ操作体験、救急隊の
仕事体験、救急車・消防車の展示、
いなりんとの触れ合いなど

介護者交流会
西部高齢者相談センター
88－8005
日時⇔8月17日㈭、9月12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

発達障害セミナー
学校教育課

88－8033

日時⇔9月13日㈬・26日㈫、
10
月3日㈫・11日㈬
（全4回）
10：00～12：00
会場⇔音羽文化ホール
内容⇔講義や情報交換を通して
発達障害の子どもへの対応方法
を学ぶ講座
講師⇔岡崎市こども発達センタ
ー長・早川文雄医師他
対象 ⇔ 発達障害傾向にある小・
中・高校生の保護者
定員⇔20人
申込 ⇔ 8月9日～30日（必着）。
申込書を、
ＦＡＸ
（052－241－
9103）、または郵送（〒460－
0007名古屋市中区新栄1丁目
49－10）
で、
愛知県教育・スポー
ツ振興財団へ。愛知県教育・スポ
ーツ振興財団ホームページでも
受付。応募者多数の場合は抽選

いきいき元気運動教室
介護高齢課

8９－２１０５

時間⇔13：30～15：00
対象⇔市内に在住の65歳以上
定員⇔各会場20人（先着順）
タオル、飲み
持ち物⇔上履き、
物、
筆記用具
申込⇔8月7日～25日の9：00
から、
電話で受付
期 日

会 場

9 月 4 日～
平成 30 年 2 月
26 日の月曜日

東部地域福祉
センター

9 月 5 日～
平成 30 年 2 月
20 日の火曜日

ふれあい
センター

9 月 6 日～
平成 30 年 2 月
21 日の水曜日

小坂井
生涯学習会館

9 月 8 日～
平成 30 年 2 月
23 日の金曜日

三上市民館

※いずれも全18回
※詳しい日程は、申込時に確認してく
ださい

やる気満々商店街等補助事業
JANカード総選挙

いなり楽市

商工観光課

日時⇔8月20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、新鮮青物市など

89－2140

期日⇔9月1日～10月31日
内容 ⇔ JＡＮカード加盟店で買
い物をしてもらえる投票券で応
募すると、抽選で総額１０万円の
JANカード商品券をプレゼント

介護保険シンポジウム
東三河広域連合
0532－26－8459
日時⇔8月20日㈰
13：30～16：45
会場⇔文化会館
内容 ⇔「地域包括ケアシステム
と地域医療構想」と題した講演
やパネルディスカッション
定員⇔1,300人（先着順）
申 込 ⇔ 8 月 1 0 日 ㈭ ま で 、電
話、またはFAX（0532－56－
3810）で、東三河広域連合へ。
東三河広域連合ホームページで
も受付

都市計画課

89－21４７

食育ツアー
～見て、作って学ぼう！～
農務課

89－2138

日時⇔8月23日㈬
9：00～13：00
会場⇔イチビキ第一工場他
内容⇔みその製造工場見学やみ
そと豊川産の野菜を使った調理
対象⇔市内の小学生と保護者
定員⇔14組（1組2人）
費用⇔1組500円
持ち物⇔エプロン、バンダナ、タ
オル、室内靴、
ノック式ボールペ
ン、雨具
申込 ⇔ 8月14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

介護予防教室

総合防災訓練

介護高齢課

防災対策課

89－2105

■ちから塾６回コース
期日⇔ 8月23日～9月27日の
水曜日
（全6回）
会場⇔金屋南市民館
栄養など健康づくり
内容⇔運動、
の秘けつについての講話など
■たまり場
期日⇔8月23日～10月25日の
水曜日
（全10回）
⇔
会場 桜町市民館
内容⇔簡単な体操や参加者同士
の交流など
【共通事項】
時間⇔9：45～11：00
対象 ⇔ 市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔20人程度（先着順）
タオル
持ち物⇔飲み物、
⇔
申込 8月8日～17日の9：00
から、電話で受付

89－2194

日時⇔9月3日㈰
8：30～11：00
会場⇔自衛隊グラウンド他
内容⇔自主防災会による初期消
火・応急救護訓練、陸上自衛隊・
警察・消防による救出救助など
その他 ⇔ 当日は、訓練開始時に
同報系防災行政無線のサイレン
を鳴らします。また、訓練に合わ
せて、HPを災害用のページに切
り替えます。災害用HPについて
は、秘書課（89－2121）へお問
い合わせください
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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⇔8月27日㈰
10：30～12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容 ⇔ 輪ゴムや磁石を使ったお
もちゃ作りなど
対象⇔小学1～3年生と保護者
（先着順）
定員⇔15組
⇔
申込 8月10日㈭から、電話で
受付

藍の絞り染め体験
三河天平の里資料館
88－5881
日時⇔8月20日㈰
10：00～12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容 ⇔ 生の藍の葉を使ったオリ
ジナルハンカチ作り
対象 ⇔ 小学生（小学3年生以下
は保護者同伴）
（先着順）
定員⇔15人
費用⇔300円
申込⇔8月6日㈰から、電話で受
付

ハワイってどんなとこ
国際交流協会

8３－１５７１

日時⇔9月10日㈰
1４
：00～1６
：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔ハワイの文化や生活習慣
についての紹介
講師⇔中川トゥリサさん
（先着順）
定員⇔60人
費用 ⇔ 一般5００円／会員400
円
申込⇔9月7日㈭まで、電話で受
付
16
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語学講座

三河天平の里資料館講座

国際交流協会

83－1571

■メアリー先生と楽しく英会話2
日時⇔9月12日～12月5日の
火曜日（11月14日を除く）
（全
12回）13：30～15：00
講師⇔鈴木メアリーさん
費用⇔一般10,000円／会員
8,000円
■やさしい英会話2（初級）
日時⇔9月12日～12月5日の
火曜日（10月10日を除く）
（全
12回）19：30～21：00
講師⇔ジョニー・ロバートソンさん
費用⇔一般10,000円／会員
8,000円
■らくらく身に付く中国語1
日時⇔9月14日～12月7日の
木曜日（11月23日を除く）
（全
12回）19：30～21：00
講師⇔林明子さん
費用⇔一般12,000円程度／
会員10,000円程度
【共通事項】
会場⇔勤労福祉会館
対象⇔15歳以上
定員⇔22人
ノート、辞書
持ち物⇔筆記用具、
⇔
申込 8月7日～21日、電話で
受付。応募者多数の場合は抽選

結婚支援セミナー

三河天平の里資料館
88－5881
■万灯作り
日時⇔8月26日～9月11日
10：00～16：00
申込⇔当日、会場へ
■マリンアート作り
日時⇔9月3日㈰
10：00～12：00
対象 ⇔ 小学生以上（小学3年生
以下は保護者同伴）
定員⇔8人（先着順）
申込 ⇔８月13日㈰から、電話で
受付
【共通事項】
会場⇔三河天平の里資料館
その他⇔作品は、9月16日㈯に
三河国分尼寺跡史跡公園で行わ
れる「天平ロマンの夕べ」で展示
します
万灯

マリンアート

子育て支援課

89－2133

（プリオ5階）
会場⇔やねのにっぽうホール豊川（市催事場）
⇔
講師 結婚相談所Cheers代表取締役・松尾篤さん
または在勤の20～45歳の独身の男女
対象⇔市内に在住、
⇔
持ち物 筆記用具
申込⇔①氏名（ふりがな）②年齢③携帯電話番号④性別⑤郵便番号・
住所⑥勤務地⑦希望日を記入の上、FAX（0532－35－7934）
で
結婚相談所Cheersへ。電話（0120－60－1151）
でも受付
市が行う結婚支援イベントを優先的に案内しま
その他⇔参加者には、
す
日 時

内

容

10：30～
12：00
相手に好感を与える身なり・マナー
9月17日㈰
13：00～ の基本
14：30
10月 8日㈰

13：00～ 相手に好感を与えるコミュニケー
ションの基本
14：30

※いずれも先着順。9月17日と10月8日の両方の申込も可

定

員

女性30人
男性30人
男女各15人

防災ボランティア
コーディネーター養成講座
社会福祉協議会

83－0630

日時・会場 ⇔ 9月3日㈰8：00～
16：00は自衛隊グラウンド／9
月10日㈰・16日㈯9：00～17：
00はウィズ豊川
（全3回）
⇔
内容 災害ボランティアセンタ
ーの設置・運営・役割などに関す
る座学や実践訓練など
または
対象⇔市内に在住、在勤、
在学の高校生以上
定員⇔40人程度
持ち物 ⇔ 軍手、帽子、タオル、飲
み物、
筆記用具
申込 ⇔ 8月10日㈭まで。申込
書を直 接 、またはF A X（ 8 9－
0662）で社会福祉協議会へ。
申込書は、社会福祉協議会にあ
ります
（ＨＰからダウンロード可）。
応募者多数の場合は抽選

認知症講演会
介護高齢課

89－2105

日時⇔9月7日㈭
18：00～19：30
会場⇔豊川商工会議所
講師・内容⇔市民病院神経内科・
継泰城医師による「専門医が語
る認知症の基礎知識」と題した
講演
（先着順）
定員⇔200人
⇔
電話、
ま
申込 8月31日㈭まで、
たはFAX
（89－2137）
で受付
その他 ⇔ 手話通訳、要約筆記が
必要な場合は、申込時にお知ら
せください

数珠玉アクセサリーを作ろう
民俗資料館

93－3013

日時⇔8月19日㈯
10：00～16：00
会場⇔民俗資料館
内容⇔民俗資料館で採集した数
珠玉を使ったアクセサリー作り
会場へ
申込⇔当日、
⇔
その他 材料がなくなり次第、
終了となります

初心者向け文化講座
豊川文化協会

89－7082

■華道初級講座Ⅰ
日時 ⇔ 9月7日㈭・21日㈭、10
月5日㈭・19日㈭、11月3日㈮
（全5回）10：00～12：00
講師 ⇔ 嵯峨御流・嶋田いつ甫さ
ん
■華道初級講座Ⅱ
日時 ⇔ 9月9日㈯・30日㈯、10
月14㈯・28日㈯、11月3日㈮
（全5回）10：00～12：00
講師⇔薫風流・畑恵華さん
【共通事項】
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
対象⇔16歳以上
定員⇔20人
費用⇔5,600円
申込⇔8月20日㈰まで（消印有
効）。はがきに①講座名（流派）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、市
内に在住、在勤、
または在学の方
を優先の上、抽選。また、応募が
10人に満たない場合は開講さ
れません

パソコン教室
小坂井文化センター
78－3586
日時⇔9月6日㈬・7日㈭・8日㈮・
12日㈫・13日㈬・14日㈭（全６
回）
14：00～16：00
会場⇔小坂井文化センター
内容⇔エクセルの基本講座
パソコン入
対象⇔市内に在住で、
力ができる16歳以上
定員⇔12人
費用⇔1,200円
持ち物⇔筆記用具
申込 ⇔８月8日～18日９：00～
17：00（11日を除く)、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

ひとり親家庭のための
就業支援講習会
子育て支援課

89－2133

■パソコン講習（初級）
日時 ⇔ 9月30日～平成30年1
月20日の土曜日（12月23日・
30日を除く）
（全15回）10：00
～15：40
会場 ⇔ 中部コンピュータ・パティ
シエ・保育専門学校（豊橋市花園
町）
費用⇔2,160円
■介護職員初任者研修
日時 ⇔ 9月30日～平成30年
2月3日の土曜日（12月23日・
30日を除く）
（全17回）9：30～
16：30
会場⇔ヘルパースクールユノモ
豊橋校（豊橋市牟呂町）
995円
費用⇔６，
【共通事項】
対象 ⇔ひとり親家庭の母などで
全日程に参加できる方
定員⇔20人
申込 ⇔ 8月18日㈮まで、直接、
子育て支援課（本庁舎1階）へ。
応募者多数の場合は抽選

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 ⇔ 8月19日㈯、9月9日㈯
9：00～12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くホイール
ドライブボート作り
対象⇔小学4～6年生
定員⇔各回32人（先着順）
費用⇔600円
持ち物 ⇔ 1㍑の空き牛乳パック
1本
申込⇔8月4日㈮から、電話で受
付

ホイール
ドライブボート
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おもしろアイデア作品展の作品
生涯学習課

88－8035

9月29日から10月1日まで、
豊川商工会議所で開催するおも
しろアイデア作品展に展示する
作品を募集します。
対象⇔市内の小・中学生
申込⇔9月4日㈪まで。申込書に、
作品を添えて、直接、豊川商工会
議所、
または各学校へ。申込書は、
豊川商工会議所、各学校にあり
ます

日本語スピーチコンテスト出場者
国際交流協会 ８3－1571
11月5日㈰に勤労福祉会館
で開催する日本語スピーチコン
テストの出場者を募集します。
資格 ⇔ 市内に在住で、日本語が
母国語でない小学生以上
申込⇔9月29日㈮まで。申込書
に、スピーチの原稿を添えて、直
接、国際交流協会へ。申込書は、
国際交流協会にあります（国際
交流協会ホームページからダウ
ンロード可）

育児休業代替任期付事務職員
人事課 ８９－2122
平成30年4月採用の育児休
業代替任期付事務職員を募集し
ます。
資格⇔昭和33年4月2日以降に
生まれた方
定員⇔1人程度
任期 ⇔ 平成30年4月1日～平
成31年3月31日（更新する場
合があります）
試験日・内容 ⇔ 1次試験は書類
選考／2次試験は11月26日㈰
で集団面接、適性検査／3次試
験は12月17日㈰で個人面接
申込 ⇔ 9月4日～30日（消印有
効）。申込書などを、郵送で人事
課へ。申込書などは、人事課（本
庁舎2階）、各支所にあります
（Ｈ
Ｐからダウンロード可）
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広報とよかわ

生ごみ消滅容器「キエーロ」の
モニター
清掃事業課

89－2166

生ごみの減量化を図るため、
微生物の働きを利用した生ごみ
消滅容器「キエーロ」を使用し、
アンケート調査などに協力して
いただくモニターを募集します。
対象⇔市内に在住の方
募集人数 ⇔ ベランダ型キエー
ロ（ベランダで使用するタイプ。
縦40㌢×横93㌢×高さ70㌢）
が1人／据置型キエーロ（庭な
どの地面で使用するタイプ。縦
40～60㌢×横90～127㌢×
高さ26～36㌢）
が14人
任期⇔10月～平成30年3月
（必着）。
申込⇔9月15日㈮まで
往復はがきに①郵便番号・住所
②氏名③世帯人数④電話番号
⑤キエーロの型の種類を記入の
上、清掃事業課へ。応募者多数
の場合は抽選
ベランダ型
キエーロ

市職員（ごみ収集員・調理員）
人事課 ８９－2122
平成30年4月採用のごみ収
集員と調理員を募集します。
職種・資格・定員 ⇔ごみ収集員は
昭和33年４月２日以降に生まれ
た方で1人程度／調理員は昭和
33年4月2日以降に生まれ、調
理師または栄養士の資格免許を
有する方で3人程度
試験日・内容 ⇔ 1次試験は書類
選考／2次試験は10月22日㈰
で集団面接、作文試験、適性検
査／3次試験は11月26日㈰で
個人面接（調理員は実技試験が
あります）
（消
申込⇔8月21日～9月16日
印有効）。申込書などを、郵送で
人事課へ。申込書などは、人事課
（本庁舎2階）、各支所にあります
（ＨＰからダウンロード可）

市民病院の助産師・看護師
市民病院

据置型
キエーロ

小坂井支所公用車広告事業主
小坂井支所

78－2111

掲載期間⇔10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 ⇔ 1枠（1台の左右両
面で1枠）
費用⇔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 ⇔ 8月17日～9月7日。申
込書に広告原稿案、会社概要な
どを添えて、直接、小坂井支所へ。
申込書などは、小坂井支所にあ
ります
（ＨＰからダウンロード可）

86－1111

平成30年4月採用の助産師・
看護師を募集します。再就職を
する方には、入職前研修を行い、
職場復帰を支援します。
定員⇔20人程度
申込 ⇔ 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 ⇔ 定員に達した場合は、
採用試験の実施を見合わせる場
合があります。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
試験日

申込締切日
（消印有効）

8月26日㈯

８月11日㈮

9月30日㈯

9月15日㈮

10月28日㈯

10月13日㈮

11月18日㈯

11月 3日㈮

大規模小売店舗届出書の縦覧

道路ふれあい月間

ワールドフェスティバル2017出演者

商工観光課

道路維持課

国際交流協会 ８3－1571

89－2140

該当大規模小売店舗の設置
者が配慮すべき事項について意
見のある方は、縦覧期間中に県
へ意見書を提出することができ
ます。
クロスモール豊川
店舗⇔（仮称）
A・B
（正岡町）
縦覧期間⇔10月2日㈪まで
縦覧場所 ⇔ 商工観光課（北庁舎
2階）
、
県産業労働部商業流通課

児童発達支援事業所合同説明会
子育て支援課

89－2133

日時⇔9月9日㈯
10：30～12：00
会場⇔プリオ４階視聴覚室
内容⇔市内の児童発達支援事業
所の療育内容や利用方法の説明
など
対象⇔発達の気になる未就学児
の保護者
会場へ
申込⇔当日、

建築物防災週間
消防本部予防課

89－9684

8 月3 0 日から9 月5 日まで
は、
「建築物防災週間」です。全
ての住宅に義務付けられている
「住宅用火災警報器」の設置な
ど、建築物の防災対策を進めま
しょう。

◯人口と世帯／7月1日現在
総数
183,234人（+67人）
男
91,274人（+55人）
女
91,960人（+12人）
世帯 70,072世帯（+103世帯）
（

）内は前月比

◯火災と救急／6月
火災
救急

2件
539件

豊川消防署調べ
※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。

89－2142

8月は道路ふれあい月間です。
道路やカーブミラーなどの破損
を発見した場合は、下記までご
連絡ください。
■東部道路維持グループ
（９３－０１６０）
千両・代田小学校区、一宮・東部・
金屋・南部中学校区
■西部道路維持グループ
（７６－４７１９）
平尾・八南・桜町小学校区、音羽・
御津・西部・小坂井中学校区

救急車の適正利用を
消防署

89－9751

近年、緊急で病院へ行く必要
がない症状でも救急車を利用す
る方が増加しています。
本市における救急出動件数
は年々増加傾向にあり、年間で
7,000件を超えています。救急
車の数には限りがあり、軽症で
の利用は「意識がない」や「息を
していない」など、緊急を要する
重症患者への対応の遅れにつな
がります。良識ある救急車の利
用にご協力をお願いします。

高齢者交流施設を貸し出します
介護高齢課

89－2105

市では、高齢者の社会参加の
促進や交流の場として高齢者交
流施設1階交流室（金屋西町3
丁目1）
を無料で貸し出します。
利用日時 ⇔ 月～金曜日の10：
00～16：00
対象⇔次のいずれかに該当する
方①市内に在住で満６０歳以上
の方②豊川市シルバー人材セン
ターの会員③市内の老人クラブ
に所属する方
申込 ⇔ 利用日の3カ月から7日
前まで、申請書を直接、
または郵
送で、介護高齢課（本庁舎1階）
へ

11月19日㈰に勤労福祉会館
で開催するワールドフェスティバ
ルで歌や踊り、楽器の演奏など
をする出演者を募集します。
申込 ⇔ 10月10日㈫まで、申込
書を、直接、国際交流協会へ。申
込書は、
国際交流協会にあります
（国際交流協会ホームページか
らダウンロード可）

65歳以上の方の介護保険料を
お知らせします
介護高齢課

89－２１７３

介護保険料の年額は、
平成28
年中の本人の所得状況や世帯に
おける市民税の課税状況などに
応じて決定します。その年額から、
仮の保険料額（年金天引きの方
は４・６・８月分、納付書や口座振
替の方は４
・
６月分）
を差し引いた
金額を、残りの納期で納めてくだ
さい。
平成29年度の６５歳以上の
方の介護保険料年額は、
８月中
旬に郵送する「介護保険料納入
通知書」でお知らせします。
また、市では保険料を減免す
る制度を設けています。詳しいこ
とは、納入通知書に同封されて
いる「平成29年度介護保険料
のお知らせ」を確認してください。

退職金は国の制度のご利用を
中退共名古屋相談コーナー
052－856－8151
中小企業退職金共済制度は、
中小企業で働く従業員のための
外部積立型の退職金制度です。
掛金は全額非課税で、一部を国
が助成します。
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