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平成23年度豊橋市消防団
役員が決まりました

図書館の特別整理休館と
図書の特別貸出

団長：細田修 副団長
（方面隊長）
：小川

■特別整理休館

恭弘（第一方面隊長）
、松下直弘（第二

中央図書館（羽根井町）
、配本センター

方面隊長）
、松井良充（第三方面隊長）
、 （向山大池町）は、5 月24日㈫～ 6 月3

情報あれこれ
ゴミゼロ

春の530運動実践活動を
実施します

鷺坂憲司
（第四方面隊長）
、松井良高
（第

日㈮まで特別整理期間として休館しま

530 運動環境協議会では、「自分のゴミ

五方面隊長）
、小山晃延（第六方面隊

す。休館中の返却は、返却ポストを利

は自分で持ちかえりましょう」を合言葉

長）
、下山貴弘（第七方面隊長）
、鈴木

用してください。二川・石巻・南稜・

に、みなさんの参加による美しいまち

雅昭（第八方面隊長）※敬称略

北部・青陵・南部・牟呂地区市民館、

づくりを進めています。

こども未来館ここにこの図書館分室も

とき：5 月 28 日㈯～ 6 月 6 日㈪

この期間中は貸出・返却ができません。

春の 530 運動実践活動として5 月30日

問合

先：消防本部総務課
（☎51・3111）

インターネット予約の予約本確保の連

内容：

（ゴミゼロの日）を含む前後 10日間に

絡も行いません。

市内一斉の清掃活動を実施します。各

■特別貸出

町自治会、団体、事業所などのグルー

特別整理休館に伴い、返却期限を、貸

プ単位で行う際は事前に申し込んでく

出日の翌日から数えて4 週間以内まで

ださい

に延長する特別貸出を行います。※貸

動環境協議会事務局（市役所西館 5 階

申し込み：申込用紙で 530 運

平成23年度
自治連合会役員が決まりました

出冊数は通常どおり1 人 10 冊まで

環境政策課内☎ 51・2414）※申込用紙

とき：5月10日㈫～ 22日㈰（こども未来

は環境政策課で配布中

会長：高木繁（幸） 副会長：鈴木孝治

館ここにこは 23日㈪まで） ところ：中

（二川南）
、村川博美（高師）
、鈴木佳和

央図書館、配本センター、二川・石巻・

光化学スモッグに注意してください

（牛川） 会計：三井新太郎（八町） 監

南稜・北部・青陵・南部・牟呂地区市

光化学スモッグは、春から夏にかけ日

民館、こども未来館ここにこ

差しが強く風の弱い日に発生しやすく

事：夏目章一（羽根井）
、大野純宏（岩田）
常任理事：髙津政義（松山）
、安達修（下
地）
、坂神信吉（吉田方）
、太田昌利（福
岡）
、芳賀正芳（中野）
、石橋儀一（鷹丘）
、
北河利己知（岩西）
、松井清貴（賀茂）
、
彦坂直政（二川）
、小林允（老津） 理事：

［共通事項］問合先：中央図書館（☎ 31・
3131）

おもちゃ病院トントン
壊れたおもちゃ修理します

なります。光化学スモッグが発生する
と空は白っぽく、どんより濁った感じに
なり、目がチカチカしたり、のどが痛く
なったりします。発生した場合は順次、
予報・注意報・警報・重大警報が発令

伊藤兵衛（豊）
、植村和夫（東田）
、溝口

とき／ところ：第 2・4 土曜日午後 1 時～ 4

されます。

和政（旭）
、小林てる子（松葉）
、大林正

時／生活家庭館（高師町字北原）
、第 1・

■発令のお知らせ

和（新川）
、長阪保（向山）
、地宗一郎（花

3土曜日午後2時～4時／あいトピア
（前

◦テレビ・ラジオ放送、市施設への標

田）
、浦野賢治（大村）
、笹野壽（津田）
、

畑町）
、 第 1 土曜日午後 2 時～ 4 時／

小林一男（牟呂）
、森田昌宏（汐田）
、小

北 部 地 区 市 民 館（大 村 町 字 仲 川 原 ）

◦注意報以上が発令された場合には市

久保和之（芦原）
、伊奈史年（栄）
、中西

※予告なく休院する場合あり 費用：無

内一斉通報用防災無線で伝えます

賢一（磯辺）
、小田知宏（大崎）
、浦川潔

料（部品の交換をした時は実費部品代

■発令時の注意

（植田）
、舎人登志雄（野依）
、小嶋義雄

必要） 修理できるおもちゃ：テレビゲ

◦外出はできるだけ避ける

（大清水）
、葊田勉（富士見）
、加藤孔崇

ーム、エアガン類を除くおもちゃ 問

◦屋外での運動を中止する

（下条）
、南部和則（多米）
、山本圭三（つ

合先：生活家庭館（☎ 45･4014）
、あい

◦自動車の使用を控える

つじが丘）
、植村幸司（飯村）
、菊地昭文

トピア（☎ 57･2601）
、北部地区市民館

◦目やのどに刺激を感じたときは、す

（天伯）
、杢野賢二（前芝）
、鈴木節二（石
巻）
、森哲治（西郷）
、朝倉宏昌（玉川）
、

（☎ 53･4212）

示板の掲出など

ぐに目を洗い、うがいをして、保健
所生活衛生課に連絡する

鈴木暢二（嵩山）
、夏目宏己（谷川）
、伊

■昨年の発令状況

藤憲治（小沢）
、山本明信（細谷）
、田中

豊橋地区では予報が 4 回、注意報が

宏忠（高豊）
、坂口公則（杉山）※敬称略。

1回発令されました。

（ ）は校区名 問合先：市民協働推進
課（☎ 51・2484）

［共通事項］問合先：環境保全課（☎ 51・
2388）
、生活衛生課（☎ 39・9122）
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どなたでも

主な対象

女性

男性

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

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。

5月11日～20日は
春の交通安全市民運動
この時期は、新入学児童が通学に慣れ、

達人に聞く！ お得なエコライフのコツ

行動範囲が広がります。また、高齢者
の散歩や外出の機会が増えることから、

問合先：温暖化対策推進室
（☎ 51・2419）

子どもや高齢者が犠牲となる交通事故

豊橋市では、電気使用量の削減率や、エコな取り組みを競う「とよはし省エネ

の発生が心配されます。このため、こ

コンテスト」
（本紙13ページ参照）を実施しています。今回は、第1回入賞者の

の時期に市民一人ひとりの交通安全意

布藤さん
（多米西町三丁目）
にエコライフのコツを聞きました。

識を高めるとともに、安全運転や安全

■レシートで冷蔵庫を管理！

行動の実践を通じて交通事故の防止を

冷蔵庫にレシートを貼っておくと、食材管理に便利です。使ったものを線で消

図っていきます。

していけば、何が残っているのか一目でわかるので、無駄な買い物が減って、

■運動の重点目標

とてもお得です。

◦子どもと高齢者を交通事故から守ろう

■お風呂で家族団らん＋省エネ！
お風呂は、なるべくみんなで入るようにしています。いつも子どもたちと楽しく

◦自転車の安全利用を進めよう

入っており、お湯を入れるのも、主人が仕事から帰ってくる時間にあわせてい

◦すべての座席でシートベルトとチャイ
ルドシートを正しく着用しよう

ます。そうすると、追いだきや保温が少しですむので、とっても省エネです。

◦飲酒運転を根絶しよう

布藤さんのエコの極意は
「家族からほめられること。

問合先：安全生活課（☎ 51・2550）

うれしくてやる気が出ますね！」家族みんなで楽しくやる
ことが、エコを続けるコツなんですね。
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月は最も犯罪が多発
月 日～ 日は春の安全なまちづくり市民運動

22 年 337 334 364 353 447 402 327 406 324 371 366 367

18

!!

問合先 安全生活課（☎ ・２３０３）

21 年 472 494 580 569 624 538 560 517 469 449 334 354

9

1

◦ごみ出しなど短時間の外出でも必ず鍵を
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か 月、 新 入 学 児 童 な ど 今
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新年度から約

200

かける
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◦ドアや窓ガラスは補助錠などでツーロッ
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クにする
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年も多くの方々が新たなスタートを切りま

5

した。この時期は、新しい環境に早く馴染

22

もうと一生懸命になるあまり、防犯対策が

21

おろそかとなり、犯罪被害にあう危険性が

高まります。平成 ・ 年は 月に最も犯

罪が多発しています（下記グラフ参照）
。特

に気をつけなければならない犯罪は、ドロ

ボー（侵入犯罪）です。民家だけでなく、店

舗や事務所などに侵入する事件も多く発生

しており、被害を防ぐためには、次の防犯

対策を実施することが大切です。みなさん

一人ひとりが防犯対策に積極的に取り組み、

月の犯罪を減少させましょう。

■春の安全なまちづくり市民運動の重点目標

◦ 住宅を対象とするドロボーを防止しましょう

◦子ども・女性・高齢者が被害者となる事

件・事故の防止に努めましょう

◦ 自転車盗および自動車関連窃盗を防止しましょう

■ドロボー被害にあわないための防犯対策

◦家が留守だと思わせない工夫をする（新

聞を郵便受けにためないなど）

5
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