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介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

日時⇔2月12日㈮、3月9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

つちのいち
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔2月16日㈫、3月2日㈫・
16日㈫9：30〜12：00（荒天中
止）
会場⇔フードオアシスあつみ宿
店駐車場
内容⇔豊川有機農業の会生産
者による野菜・加工品などの販売、
ワークショップ

梅まつり
赤塚山公園 89－8891

期日⇔2月10日〜3月14日
会場⇔赤塚山公園
内容⇔園内の中池東側の斜面
にある梅園に植えられた25種
281本の梅の観賞

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18日〜21日
9：00〜17：00

（21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 し ゃ く

錫市新呉区の
小・中学生の美術作品を集めた
展覧会

みんなの写真展
赤塚山公園 89－8891

日時⇔2月10日〜3月15日
9：00〜17：00
会場⇔ぎょぎょランド2階ロビー
内容⇔来園者から募集した赤塚
山公園の四季の写真を展示

三遠南信サミット2021in遠州
企画政策課 89－2126

日時⇔2月15日㈪14：00〜
内容⇔「ウィズコロナ時代におけ
る県境連携の再価値化〜逆境か
らの挑戦〜」をテーマとした討
論会など
その他⇔オンラインでの生配信
を行います。詳しくは、三遠南信

配信はこちら

地域連携ビジョン
推進会議（053－
457－2242）へ
お問い合わせくだ
さい

生涯学習成果発表会　生涯学習課 ８8－8035
■作品展示
日時⇔2月20日〜3月7日10：00〜21：00
会場⇔市民交流ホール（プリオ4階）
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
童による作品展示
■講座体験（8講座）
期日⇔3月7日㈰
会場⇔プリオ生涯学習会館（プリオ4階）
申込⇔2月8日〜19日、直接、または電話（75－6667）で、とよ
かわオープンカレッジ（プリオ4階）へ

（※1）対象は、おおむね3〜12歳の方と保護者
（※2）対象は、1歳以上の未就園児と保護者

時間 講座名 定員（先着順） 費用

10：30〜
12：00

簡単！かわいい！リボンワーク（※1） 10組 300円
プリザーブドフラワーアレンジ 12人 500円
キットパスで遊ぼう（※2） 12組 500円
手相と宇宙の真理を学ぶ 10人 ―

13：30〜
15：30

「万葉集」東歌を読む 20人 100円
心が軽くなるマヤ暦の使い方 10人 200円
木を焦がして描くウッドバーニング 20人 300円
色選びでセンスアップ！ビーズアクセサリー 10人 500円
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里山でキノコの菌打ちをしよう
環境課 8９－2141

日時⇔3月6日㈯
9：30〜12：00
会場⇔東三河ふるさと公園
内容⇔キノコの菌打ち体験と里
山保全活動の重要性を学ぶ講義
講師⇔環境カウンセラー・梶野保
光さん他
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⇔15人（1グループ4人ま
で）

申込はこちら

申込⇔2月19日
㈮まで、電話、ま
たはHPで受付。
応募者多数の場
合は抽選

カブトガニロボット

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20日㈯、3月13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「カブトガ
ニロボット」作り
対象⇔小学4〜6年生
定員⇔各回20人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔2月9日㈫から、電話で受
付

日本語ボランティア 
スキルアップ研修
国際交流協会 83－1571

日時⇔3月14日㈰
13：30〜16：30
会場⇔勤労福祉会館
講師・内容⇔日本語教育コーディ
ネーター・萬浪絵理さんによるコ
ミュニケーションスキルをテー
マとした講義
対象⇔日本語ボランティアに登
録している方、日本語教育に関
心のある方
定員⇔36人（先着順）
費用⇔500円（会員は無料）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔2月8日㈪から、電話で受
付

カライドサイクル

シニア介護人材育成講座
東三河広域連合介護保険課 

0532－26－8472

日時⇔3月1日〜5日（全5回）
10：00〜15：00
会場⇔中部福祉保育医療専門学
校（馬場町）
内容⇔認知症の理解を深め、介
護の方法など基礎的な知識や技
術を学ぶ講座
講師⇔中部福祉保育医療専門学
校講師
対象⇔東三河に在住、または在
勤のおおむね60歳以上で、介護
事業に従事していない方
定員⇔40人（先着順）
申込⇔電話で、中部福祉保育医
療専門学校（83－4000）へ

カライドサイクル作り
平和交流館 95－3069

日時⇔3月6日㈯10：00〜12：
00、13：30〜15：30
会場⇔平和交流館ガイダンス室
内容⇔平和をモチーフとした図
柄のカライドサイクル作り
対象⇔どなたでも（小学3年生
以下は保護者同伴）
申込⇔当日、会場へ

リサイクルろうそく作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔3月7日㈰
10：00〜12：00
会場⇔三河天平の里資料館
対象⇔小学4〜6年生
定員⇔10人（先着順）
申込⇔2月17日㈬から、電話で
受付

がんサロン
市民病院患者サポートセンター 86－1111

日時⇔3月8日㈪14：00〜15：30
会場⇔市民病院講堂
講師・内容⇔市民病院事業管理者・西田勉医師によるがんとの付
き合い方についての講話、参加者同士の交流
対象⇔がん患者と家族
定員⇔10人（先着順）
申込⇔2月8日㈪から、電話で受付
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認知症サポーター講座
西部高齢者相談センター 

88－8005

■養成講座
時間⇔13：30〜15：00
内容⇔「認知症の基礎理解と対
応」と題した講座
対象⇔市内に在住、または在勤
の方
■ステップアップ講座
時間⇔15：15〜16：45
内容⇔「認知症サポーター活動
の実践・紹介」と題した講座
対象⇔市内に在住、または在勤
で、過去に養成講座を受講した
方

【共通事項】
期日⇔3月6日㈯
会場⇔ウィズ豊川
定員⇔20人（先着順）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔電話で受付

防災スキルアップ研修　
～防災ってお互いさま～
国際交流協会 83－1571

日時⇔2月28日㈰
9：00〜13：00
会場⇔豊川市防災センター
内容⇔災害発生時における命の
守り方や協力の大切さなどにつ
いて学ぶ講座
対象⇔豊川市災害時通訳ボラン
ティア、豊川市防災ボランティア
コーディネーターに登録してい
る方、ボランティアに関心のある
方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔2月8日㈪から、電話で受
付

宝箱

統計調査員
商工観光課 89－2119

　国勢調査など各種統計調査を
行う調査員を随時募集していま
す。
対象⇔市内に在住の20〜74歳
で、税務・警察・選挙に直接関係の
ない方
申込⇔電話で受付
その他⇔報酬は従事した調査に
よって異なります

学校のパートタイム用務員
教育委員会庶務課 88－8032

　令和3年4月採用の学校のパートタイム用務員を募集します。
内容⇔校内の美化、給食配膳など
対象⇔週5日、1日4〜5時間程度勤務でき、自家用車で通勤可
能な方
定員⇔5人程度
賃金⇔時給979円（予定）
試験内容⇔書類審査と面接
申込⇔2月19日㈮まで（必着）。履歴書を、直接（音羽庁舎2階）、
または郵送（〒441－0292赤坂町松本250）で、教育委員会庶
務課へ
その他⇔早番・遅番勤務があります

農作物鳥獣害対策セミナー
農務課 89－2138

日時⇔2月24日㈬13：00〜
会場⇔市役所本31会議室（本
庁舎3階）
内容⇔イノシシ・シカなどによる
農作物被害の対策に関する講話
定員⇔50人
申込⇔2月15日㈪まで、電話で
受付。応募者多数の場合は抽選

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27日㈯
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔抗ウイルス和紙を使った
宝箱作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔12組（先着順）
持ち物⇔空の牛乳パック（1リットル）
1本
申込⇔2月10日㈬から、電話で
受付

ロジカルシンキング講座～社会人
のための伝え方・聴き方のコツ～
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔3月14日㈰
10：00〜16：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔「相手の納得を引き出す
考え方・伝え方の技術」をテーマ
とした講座
講師⇔星槎大学大学院特任教
授・内田友美さん
定員⇔30人（先着順）
申込⇔2月10日㈬から、電話
で、豊川共生ネットみらい（090
－6088－5309）へ
その他⇔有料で託児あり。3月1
日㈪まで、電話で、豊川共生ネッ
トみらいへ
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自動車の登録手続き・車検
豊橋自動車検査登録事務所 
０５0－5540－2049

　自動車の売買・廃車・住所変更
などには、車検証の書き換えな
どの手続きが必要です。年度末
の３月は登録手続き・車検などが
集中し、窓口が大変混雑します
ので、早めに手続きを済ませてく
ださい。
　なお、車検は有効期間満了日
の１カ月前から受けられます。車
検の予約などは、自動車検査イ
ンターネット予約システムを利
用してください。

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

掲載期間⇔5月〜令和4年4月
掲載場所・掲載枠数⇔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
サイズ・発行部数⇔チラシは縦
5.0㌢×横9.0㌢で1万部／ポス
ターは縦7.0㌢×横12.7㌢で
70部
費用⇔チラシとポスターの表面
下部は1枠１万8000円／チラ
シの裏面は1枠1万2000円
申込⇔3月1日㈪（必着）。申込
書に広告原稿案、会社案内、市
税・国民健康保険料（税）滞納情
報にかかる同意書を添えて、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

チラシ広告

 
 

■対 象 者 豊川市内に在住する就学前の乳幼児 

■実施期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

■対 象 日 すべての開館（園）日 

■そ の 他 小中学生と異なり、「ほの国こどもパスポート」カードは必要ありません。 

■対象の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                      

東三河地域 34 の公共施設で 
小中学生対象の「ほの国こどもパスポート事業」に伴い、 

就学前の乳幼児を有料としている施設も、 
入場料などを「無料」にします。 

問い合わせ先：豊川市役所企画部企画政策課（電話 0533-89-2126） 

広 告 

豊橋市 

(1)豊橋総合動植物公園の入園料 

(2)豊橋市民プールの使用料 

(3)豊橋市視聴覚教育センターのプラネタリウム観覧料 

(4)豊橋市自然史博物館の特別企画展及び大型 

映像観覧料 

(5)豊橋市美術博物館の有料特別企画展観覧料 

(6)豊橋市二川宿本陣資料館の入館料 

(7)豊橋市青少年センターの体育室使用料 

(8)こども未来館のまち空間使用料 

(9)豊橋市グリーンスポーツセンターのパターゴルフ 

場使用料  

豊川市 

(1)ジオスペース館の入館料 

(2)豊川市桜ヶ丘ミュージアムの特別企画展観覧料 

蒲郡市 

(1)蒲郡市竹島水族館の入館料 

(2)生命の海科学館の観覧料 

新城市 

(1)設楽原歴史資 料館の観覧料及び特別 観覧料

(2)長篠城址史跡保存館の観覧料 

(3)鳳来寺山自然科学博物館の観覧料 

(4)鳳来ゆ～ゆ～ありいなのスポーツ施設使用料 

(5)作手 B＆G 海洋センターのプール使用料 

田原市 

(1)田原市博物館の入館料 

(2)吉胡貝塚資料館の入館料 

(3)赤羽根文化広場のパターゴルフ場使用料  

設楽町 

(1)歴史の里田峯城の入城料 

(2)ふれあい広場の温水プール使用料、トレーニング 

ルーム使用料及び多目的ホール使用料 

(3)つぐグリーンプラザのプール使用料及び 

トレーニング室使用料  

東栄町 

(1)東栄町民芸館・博物館の入館料 

(2)花祭会館の入館料 

(3)とうえい温泉の入浴料 

(4)東栄町 B＆G 海洋センターのプール使用料  

豊根村 

(1)茶臼山高原の美術館の入館料 

(2)森遊館のプール使用料及びトレーニング室使用料 

(3)湯～らんどパルとよねの入浴料 

(4)茶臼山高原スキー場の冬期リフト料金 

(5)湯の島温泉の入浴施設使用料 

(6)グリーンステージ花の木巨大迷路入場料  

豊川市子育て支援キャラクター「こりん」と  

 
豊川市宣伝部長兼おもてなＣ部長○C いなりん  

広 告 広 告 広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告

広 告 広 告

臨時保育士などの登録
保育課 89－2274

職種⇔育休等代替保育士、クラ
ス担当保育士、パートタイム職
員
申込⇔随時受付。履歴書に、保
育士の場合は保育士証（取得見
込を含む）を添えて、直接、保育課

（本庁舎1階）へ
その他⇔勤務時間や賃金など
は、保育園や職種によって異なり
ます。1日の勤務時間が6時間以
上の場合は別途手当を支給

量目検査の様子

広
告

市催事場の壁面広告

市消費生活モニター
商工観光課 89－2119

　計量や商品の適正表示などに
関する調査・報告を行う市消費生
活モニターを募集します。
任期⇔5月〜令和4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歳以上の方
定員⇔16人
謝礼⇔年額1万4000円（予定）
申込⇔2月26日㈮まで、電話で
受付

市催事場の壁面広告
都市計画課 89－2147

掲載期間⇔４月１日〜令和4年３
月31日（最大3年間継続可）
掲載場所⇔やねのにっぽうホー
ル豊川（プリオ５階）第3催事場
出入り口横の壁面
掲載枠数⇔１枠
サイズ⇔縦１０３㌢×横72.８㌢

（B1サイズ）以内
費用⇔月額２000円
申込⇔2月15日㈪まで、申込書
に広告原稿案、会社案内、市税・
国民健康保険料（税）滞納情報に
かかる同意書を添えて、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

障害のある方の 
パートタイム職員の登録
人事課 89－2122

内容⇔パソコンによる情報入力
や窓口応対などの事務補助、草
刈りや清掃などの労務
対象⇔身体障害者手帳、療育手
帳、または精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方
勤務時間⇔20〜30時間程度
／週
賃金⇔事務補助は時給995円
／労務は時給979円（いずれも
一定要件に基づき各種手当あ
り）
申込⇔履歴書を、直接、人事課

（本庁舎2階）へ
その他⇔簡単な面談があります
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菜園名 面積 費用（年額）
八幡

２０㎡ 7000円
三蔵子
下野川
蔵子

麻生田 5０㎡ 1万300円

有害鳥獣対策にご協力を
農務課 89－2138

　野菜や果実などの農作物が未
収穫のまま放置された畑は、サ
ルなどの有害鳥獣のエサ場とな
ります。こうした畑が増えること
で有害鳥獣が生活する範囲が拡
大し、被害が増大することにつな
がります。
　このような被害を防ぐために、
畑の適正な管理にご協力をお願
いします。

ママ・ジョブ・あいちの出張相談
商工観光課 89－2140

日時⇔2月15日㈪13：00〜
16：00（1人50分程度）
会場⇔プリオ5階市民相談室
内容⇔専門カウンセラーによる
個別相談
対象⇔結婚・出産・育児などで離
職し、再就職を目指している方
定員⇔3人（先着順）
申込⇔電話、またはＦＡＸで、マ
マ・ジョブ・あいち（電話・ＦＡＸ
052－485－6996）へ

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請について
　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ます。今回の支給は、令和元年８月〜令
和2年７月の期間が対象となります。
　国民健康保険の加入者で支給見込みのある方には2月下旬、
後期高齢者医療制度の加入者で支給見込みのある方には3月
下旬に、支給申請に関するお知らせを送付します。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、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、各医療保険者へお問い合わせください。

   国民健康保険について⇔保険年金課 89－2135
   後期高齢者医療制度について⇔保険年金課 89－2164
   介護保険について⇔介護高齢課 89－2173

小・中学校の入学式・始業式
学校教育課 88－8033

　令和3年度における小学校の
入学式・始業式は、4月7日㈬、中
学校は4月8日㈭に行います。入
学式の時間など詳しいことは、各
学校で行われる入学説明会でお
知らせします。

道路メンテナンス会議パネル展
道路河川管理課 89－2142

　整備から50年以上経過した
道路や橋梁は老朽化が進み、国
や自治体では点検や修繕を行っ
ています。
　道路などの現状を広く紹介す
るため、2月1日〜15日、本宮の
湯で老朽化対策などの取り組み
をまとめたパネル展示を行いま
す。

きららの里の利用予約を受付
野外センター「きららの里」 
０５36－62－2555

　3月1日㈪から、野外センター
「きららの里」（北設楽郡設楽
町）の利用予約を受け付けます。
開設期間⇔4月28日〜11月
30日（期間中は無休）
対象⇔どなたでも（中学生以下
は保護者同伴）　
申込⇔利用日の3カ月前から、電
話で受付。ただし、4月28日〜6
月1日の利用分は、3月1日㈪か
ら受付となります。なお、３月2日
〜４月20日の火曜日は、予約の
受付ができません。予約状況は、
きららの里のホームページで確
認できます
その他⇔学校などが野外教育活
動をしているときは、ケビン以外
の施設は利用できません

市民小菜園の利用者を募集
農務課 89－2138

利用期間⇔4月1日〜令和4年
3月31日
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
申込⇔２月１2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
その他⇔募集区画数など詳しい
ことは、お問い合わせください



15

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／12月
火災 4件
救急 676件

◯人口と世帯／1月1日現在
総数 184,025人（+59人）
男 91,682人（+12人）
女 92,343人（+47人）
世帯 74,042世帯（+114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。

電気柵に注意してください
農務課 89－2138

　市内には、鳥獣被害防止のため
に、電気柵を設置してある農地な
どがあります。電気柵には、「危険」

「さわるな」「電気柵使用中」など
の表示がしてあります。こうした表
示のある柵には、電流が流れてお
り、感電の可能性がありますので、
近づかないようにしてください。

電気柵を設置する方は、次のことに注意してください
①危険である旨の表示をすること
②感電により人に危険を及ぼす恐れのないように、出力
　電流が制限される電気柵用電源装置を用いること 
③使用電圧が30㌾以上の電源から電気の供給を受け、
　かつ、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置すると
　きは、漏電遮断器を設置すること

全国一斉情報伝達試験
防災対策課 ８９－２１９４

　全国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）による情報伝達試験を実施
します。
日時⇔2月17日㈬11：00ごろ
内容⇔同報系防災行政無線の
屋外拡声子局と戸別受信機から、
試験放送のアナウンスが流れま
す

２月は「家庭の日」 
県民運動強調月間
生涯学習課 88－8035

　「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」県民運動強調月間としてい
ます。
　「家庭」は、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
本を学ぶ最も大切な教育の場で
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、明るい家庭づくりを心掛けま
しょう。

月刊クルクルのご活用を
清掃事業課 89－2166

　不用品の再利用とごみの減量
化のため、不用品の情報を紹介
する情報誌「月刊クルクル」を毎
月発行しています。不用品を「あ
げたい人・譲りたい人」「欲しい
人」は活用してください。
対象⇔市内に在住の18歳以上
で、営利を目的としない方
申込⇔毎月15日まで（翌月1日
号に掲載）。登録カードに記入の
上、直接、または郵送で、清掃事
業課（北庁舎2階）へ。各支所、つ
どいの広場（プリオ5階）、ふれ
あいセンター、勤労福祉会館に
設置の受付箱、またはHPでも
受付。情報誌と登録カードは、清
掃事業課、各支所などにあります

（HPからダウンロード可）

申込はこちら

春の火災予防運動
消防本部予防課 89－9682

　３月１日〜７日、「その火事を 
防ぐあなたに 金メダル」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。
　令和2年中の市内の火災発生
件数は34件でした。火災種別
の内訳は、建物火災11件、車両
火災4件、その他の火災19件で
す。
　住宅では、火気器具の周りに
燃えやすい物を置かないなどを
習慣づけし、火災の早期発見・避
難のため、住宅用火災警報器を
設置し、維持・管理に努めましょ
う。




