暮らし情報 支援・医療・募集

募集

子育て支援 とよはしファミリー・
サポート・センター会員

情報あれこれ 情報ひろば

パーキンソン病医療講演会
とき：8 月 28 日㈯午後 1 時 30 分～ 3 時

子育ての援助を受けたい方（依頼会員）

来年４月入園の幼稚園児

と援助のできる方（援助会員）を募集し

願書配布開始：9月1日㈬ 願書受付開

野町字中原「ほいっぷ」内） 対象：パ

ます。

始：10月1日㈮ その他：配布・受け付

ーキンソン病の方と家族

対象：依頼会員／市内在住・在学・在

けは各幼稚園で行います。保育内容な

会「パーキンソン病の病態と治療」 講

勤の方、援助会員／市内在住の方 対

どは各幼稚園で確認してください 問

師：平山正昭さん（名古屋大学医学部

象となる子：小学生以下 費用：依頼会

合先：各幼稚園電話番号一覧はホー

神経内科医師） 受講料：無料 申し込

員は活動終了時に援助会員へ報酬を支

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

み：不要 問合先：愛知県パーキンソン

払います その他：会員になるには登録

aichi.jp/bu_fukushi/hoiku/youchienlist.

病友の会事務局（☎ 050・3335・4970）
、

申込後に講習を受けることが必要です

html）
、保育課
（☎51・2315）

健康増進課（☎ 39・9137）

■会員講習会

30 分 ところ：保健所・保健センター
（中
内容：講演

医療

ところ：あいトピア
（前畑町） 内容：子ど

530のまち環境フェスタ
フリーマーケット出店者

もの心身の発達や食生活、安全と事故

とき：9月18日㈯午前 9 時 30 分～午後 4

防止､ 遊びなどについて学びます そ

時 ところ：豊橋公園 対象：市内在住

とき：脳の健康チェック／ 9 月2日㈭午

の他：託児あり（予約制。 定員 50 人）

の方（業者不可。また出店物によって断

後 1 時 30 分〜 3 時、結果説明／ 9月16

申込先：とよはしファミリー・サポート・

る場合もあります） 募集数：100 店（抽

日㈭午後 1 時 30 分〜 3 時 ところ：こど

センター
（☎ 56・7500）

選） 参加料：無料 申し込み：8月27日

も未来館ここにこ（松葉町三丁目） 対

［共通事項］問合先：とよはしファミリー・

（必着）までに、はがき（1 人 1 枚）で住

象：65 歳以上の方 定員：50 人程度（申

サポート・センター、子育て支援課（☎

所、氏名、電話番号、出店予定物を

込 順） 受 講 料：無 料

51・2325）

530 運動環境協議会事務局（環境政策

筆記用具 その他：結果は結果説明会

課内〒440-8501 住所不要☎ 51・2414

で個別に渡します 申し込み：前日まで

とき：8 月 28 日㈯午後 1 時～ 4 時 30 分

56・5126）

持ち物：眼 鏡、

に長寿介護課（☎ 51・2338）

情 報 ピック アップ

51

豊橋
「総おどり」「こども総おどり」
 まつり

（商業観光課内☎ ・２４３０）

8

の参加団体を募集します

30

問合先 豊橋まつり振興会

6

■
「総おどり」

16

「豊橋音頭」
「新・豊橋とんとん唄」
「マツケンのええじゃないかⅡ」の曲

月 日㈯午後 時 分～ 時
（雨天決行、順延なし） ところ

10

にあわせ、市中心部を踊りの輪で埋めつくします。

とき

人以上の団体 定員 限りあり 参加料 無料

10

駅前大通り、広小路通り（配列は申込順に駅前大通り北側・南側、広

!!

小路通り） 対象

■新企画 「こども総おどり」

「豊橋音頭」
「新・豊橋とんとん唄」
「マツケンのええじゃないかⅡ」の曲

にあわせ、豊橋まつりのメイン・イベント総おどりのキッズ版を子ど

30

もが参加しやすい昼間に開催します。着ぐるみ達も応援にかけつけ

月 日㈯午後３時～４時 分（雨天中止） ところ 広小路

16

るかも！

とき

通り（配列は申込順） 対象 ５人以上のグループ 要件 １グルー

プにつき、中学生以下の子どもが１人以上参加すること 定員 限

31

りあり 参加料 無料

月 日（必着）までに郵送またはファックスで

・９０９

55

［共通事項］申し込み

８
ー ５０１住所不要

1

豊橋まつり振興会（商業観光課内〒

０）※申込用紙は市役所商業観光課（東館 階）
・情報ひろば（東館

階）
、各窓口センター、各地区市民館、とよはし情報プラザ
（豊橋駅構内）
、

）などで配布中 その他 詳細
ホームページ
（ http://www.eejanaika.com
は申込用紙を参照

10

440

8

10

脳の健康チェック

広報とよはし 平成 22 年 8月1日 22

どなたでも

主な対象

女性

男性

ふるさと豊橋いちばんさん
「豊橋にはこんなすばらしい人がいる」

高齢者

障害者

事業

愛知県立東三河高等
技術専門校訓練生

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

育児

あいち環境絵本作品
応募点数：1 人または 1グループにつき

をテーマに、あらゆる分野を対象に特

募集科名：金属加工科、 木材工芸科、

1 作品

技や素晴らしい経験、バイタリティーを

住宅デザイン科

マとした自作未発表の絵本作品

持った人を募集します。

練期間：10 月1日～来年 3 月18日 応

一般の部（高校生以上）／大賞 1 点、優

対象：市内在住の方 審査など：審査の

募資格：転職などを希望する中学校卒

秀賞 2 点、入賞 3 点。子どもの部（小・

うえ認定し、11月11日
「市民の日」の式典

業程度の学力を有する方

中学生）／大賞 1 点、優秀賞 1 点

で表彰し、認定証と記念品を贈呈します

料（教科書代など20,000 円程度必要）

募方法：9 月1日～ 30日（消印有効）に

応募方法：8月20日までに自・他薦ともに、

入校選考：9月10日に面接試験（定員を

郵送で応募用紙、作品を愛知県環境

内容、該当者と推薦者の住所・氏名・年齢・

超えた場合は、適性試験も実施） 申し

活動推進課（〒460-8501 住所不要☎

電話番号を豊橋市民愛市憲章推進協議

込み：8 月31日までに入校願書を豊橋

052・954・6208）※応募用紙はホー

会（〒440-0806 八 町 通 二 丁目 16） 問

公共職業安定所（大国町☎ 52・7191）

ム ペ ー ジ（http://www.pref.aichi.jp/

合先：豊橋市民愛市憲章推進協議会（☎

※入校願書は愛知県立東三河高等技

0000032244.html）
で配布中

56･1128）
、社会教育課
（☎51･2851）

術専門校（豊川市一宮町☎ 0533・93・

豊橋市民愛市憲章
わたくしたち豊橋市民は
1．心をあわせ美しい町をつくりましょう

定員：各 30 人

訓

授業料：無

2018）
、豊橋公共職業安定所で配布中

長寿動物の優良飼育者

主な応募規定：「環境」をテー
賞：

応

脳の健康教室（後期）学習サポーター
募集人員：50 人（申込順） 活動内容：
高齢者の認知症予防につながる「脳の

対 象：市内在住で 14 歳（8 月末現在）

健康教室 ( 後期 )」の開催に際し、参加

以上の犬・猫を飼育している方（過去

者とコミュニケーションをとりながら簡

10 年以内に表彰された飼育者を除く）

単な読み書き計算のお手伝いをするボ

表彰：9 月23日に保健所・保健センタ

ランティア 活動日程：10月～来年 2月

ー（中野町字中原「ほいっぷ」内）で行う

の週 1 回、午前中の 3 時間程度（一部

「豊橋動物愛護デー」で表彰 その他：

午後の 3 時間程度） 開催場所：あいト

審査のうえ、入賞者に通知 応募方法：

ピア（前畑町）
、八町・つつじが丘・大

8 月13日までに犬・猫の種類・名前・

清水・牟呂地域福祉センター その他：

性別・生年月日・年齢、飼い主の住所・

サポーターになるには説明会（9 月10

氏名・電話番号、狂犬病予防注射の

日㈮午前 10 時～正午）
・研修会（9月16

実施の有無（犬のみ）をかかりつけの動

日㈭午前 10 時～午後 3 時）への参加が

住宅の耐震改修・バリアフリー改修・

物病院（豊橋市獣医師会会員病院）
、保

必要 申し込み：9月2日までに豊橋市

省エネ改修工事の完了後、証明書およ

健所生活衛生課（中野町字中原「ほいっ

社会福祉協議会（☎ 52・1111）

び関係書類を添付して3 か月以内に申

ぷ」内☎ 39・9127） 問合先：豊橋市獣

告してください。固定資産税を減額しま

医師会（☎ 88・1000）
、生活衛生課

1．よく働き豊かな町をつくりましょう
1．愛情をもちあたたかい町をつくりましょう
1．きまりを守り明るい町をつくりましょう
1．教養をたかめ文化の町をつくりましょう

情報あれこれ
耐震改修などを行った住宅の
固定資産税を減額します

こども保健ボランティア

す。各改修工事の減額要件などは、ホ

子どもの発育や発達の確認を行う、乳

ー ム ペ ージ（http:www.city.toyohashi.

幼児健康診査や、双子や三つ子などを

aichi.jp/bu_zaimu/shisanzei/）
参照

対象とした育児教室などで母親の手助け、

申告先：市役所資産税課（東館 2 階☎

同伴した兄弟の遊び相手や見守りなどを

51・2220）

支援するボランティアを募集します。
対象：子育て経験のある20 歳以上の方

家屋調査にご協力ください

とき：乳幼児健診／火曜日午前・水曜

平成 22 年 1 月2日以降に新築・増築・

日午後・木曜日午後、育児教室／金曜

取り壊しなどのあった家屋について、8

日午後（月１回） その他：9月に説明会

月上旬から職員が伺い、家屋状況と書

を開催

類（図面・設計書など）を見せていただ

み：こども保健課（☎ 39・9153）

きます。なお、家屋に変更のあった場
合は資産税課へ連絡してください。
問合先：資産税課（☎ 51・2220）

23

子ども

募集人数：20 人程度 申し込

