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暮らし情報　募集　情報あれこれ　情報ひろば

	郷土文芸作品
対象：東三河在住の方　部門：①現代

詩／ 1 人 1 編 20 字× 30 行以内（原稿

用紙）②短歌・俳句・川柳／1部門2首

（句）以内（応募用紙または、はがき）

※①②ともに縦書き・楷書、近作・未

発表の自作で、各部門 1 人 1 回。他の

賞との重複応募は無効　賞：現代詩／

選者ごとに特選 1 人、秀逸 2 人、佳作

7 人。短歌・俳句・川柳／各部門・選

者ごとに特選 1 人、秀逸 3 人、佳作 16

人※特選、秀逸には賞状と賞品、入賞 

者 に 作 品 集　 応 募 方 法：5 月 15 日～ 

6月20日（消印有効）に郵便番号、住所、

氏名（ふりがな。ペンネームの場合は本

名も必要）、電話番号、｢郷土文芸○○

の部｣と明記して文化課（〒440-8501住

所不要☎51・2875）※募集要項は5月

15日から市役所文化課（西館3階）、各

地区・校区市民館、東三河地域の各文

化施設などで配布

	流域モニタリング一斉調査の
調査員

とき：6月5日㈫（環境の日）の前後 1 週

間※この期間以外でも可　ところ：市内

の川・池・水路・海　対象：市内在住

の 2 人以上のグループ（中学生以下の

グループは保護者同伴）　内容：｢モニ

タリングハンドブック」に従い身近な川

などの「水質」「水量」などについて調査

を行い、報告します　定員：10グループ

（申込順）　申し込み：5月18日（必着）

までに、はがきで参加者全員の住所・

氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、調

査希望日、調査予定場所を環境保全課

（〒440-8501住所不要☎51・2390）

	ミスみなと
活動内容：「みなとフェスティバル」「豊

橋まつり」など、市内で開催される各種

行事に参加　募集人数：3 人（港・船・

海の女王）　応募資格：東三河に在住・

在学・在勤で、7月1日現在で 18 ～ 28

歳（高校生を除く）の健康な未婚の女性　

審査：［1 次］6月19日㈫／書類審査選

考［2 次］7月1日㈰／面接／ホテル日

航豊橋（藤沢町）　賞：各賞金10万円と

海外旅行（予定）、ホテル日航豊橋ペア 

宿泊券（食事付き）、参加記念品など　

応募方法：6月15日（消印有効）までに

応募用紙、写真 1 枚（6 か月以内に撮

影したもの）を東愛知新聞社事業部（〒

441-8666新栄町字鳥畷62）※応募用紙

は東愛知新聞社、豊橋商工会議所、市

役所案内所などで配布　問合先：東愛

知新聞社事業部（☎ 32・3111）、豊橋

みなとフェスティバル実行委員会事務局

（商工会議所内☎ 53・7211）、港湾活

性課（☎34・3710）

	男女共同参画セミナー企画運営委員
募集人員：4 人　対象：20 歳以上の方　

内容：男女共同参画センター「パルモ」

（神野ふ頭町ライフポートとよはし内）

で開催する、市民企画による男女共同

参画セミナーの企画・運営。会議は月

1～2回を予定　その他：会議開催時に

6 か月～就学前の託児あり（予約制。1

回 200 円必要）　申し込み：5月25日ま

でに市民協働推進課（☎51・2188）

	豊橋青少年オーケストラキャンプ
参加者

とき：7月31日㈫～8月3日㈮午前9時～ 

午後 5 時 30 分（予定）。最終日は午後 

9時まで（予定）　ところ：ライフポートと

よはし（神野ふ頭町）　対象：東三河地域

在住・在学の、中学1年～高校3年生

に相当する青少年で、Aオーケストラ、B

オーケストラどちらかに参加し、課題曲

を演奏でき、原則4日間全てに参加で

きる方※Aオーケストラは課題曲①が演

奏できれば可　内容：2つのオーケスト

ラに分かれ、ドイツから招いた一流の

音楽家による指導を受け、コンサート

を行います　課題曲：Aオーケストラ／ 

①ベートーヴェン「レオノーレ序曲第3

番」②シューマン「ピアノ協奏曲より第1

楽章」③シューベルト～マーラー「死と乙

女より第1楽章」、Bオーケストラ／「ロン

グロングアゴー変奏曲」　募集パート：
A・Bオーケストラともにフルート、オー

ボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、

トランペット、トロンボーン、パーカッ

ション、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェ 

ロ、コントラバス　講師：浮ヶ谷孝夫さ

ん（ブランデンブルグ国立管弦楽団フラ

ンクフルト首席客演指揮者）、ブランデ

ンブルグ国立管弦楽団フランクフルト

首席ソリストほか　定員：250 人（定員

を超えた場合は選考）　参加料：1,000円

（8月3日㈮開催のコンサートのチケッ

ト1,000円分進呈）　その他：詳細はホー 

ムページ（http://www.city.toyohashi.

aichi.jp/bunka/）参 照　 申し込 み：6 月

15日まで に申込 書を文 化 課（〒440-

8501 住所不要☎ 51・2873 56・1081 

 orchestra-camp@city.toyohashi.lg.jp）

※申込書は 5月7日から文化課、ホー 

ムページで配布

昨年のミスみなと

豊橋青少年オーケストラキャンプのようす
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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
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。

	二川宿本陣まつり
本陣句会作品

江戸から明治にかけて、二川宿では最

後の本陣の主・馬場梅士をはじめ、多

くの俳人が活躍しました。二川宿の文

化をしのび、次代に継承するため本陣

周辺で詠
よ

んだ俳句を募集します。

募集期間：前期／5月1日㈫～9月30日

㈰、後期／10月1日㈪～来年2月28日

㈭　賞：各特選1人・秀逸2人・佳作7人　

応募方法：各期間内に投句用紙で、本

陣周辺で詠んだ自作未発表の俳句 2 句

を二川宿本陣資料館（〒441-3155二川

町字中町65☎41・8580）※投句用紙は

二川宿本陣資料館、美術博物館、市民

文化会館、ホームページ（http://www.

toyohaku.gr.jp/honjin/）で配布

	平成24年度　豊橋市地域文化振興
活動功労賞候補者の推薦

地域で結成された文化振興団体（校区

文化協会など）の役員や地域の文化活

動団体の要請により指導者として、10

年以上活動に尽力された個人または団

体を表彰します。

推薦方法：5月7日㈪～ 6月15日㈮（必

着）に推薦書を市役所文化課（西館3階） 

※ 推 薦 書 は 文 化 課、 ホ ー ム ペ ージ

（http://www.city.toyohashi.aichi.jp/

bunka/hyousyou/）で配布。推薦は自

治会、地域の文化協会などにも依頼し

ています　表彰式：9月29日㈯に市民

文化会館で行う豊橋文化祭オープニン

グ式典　問合先：文化課（☎51・2874）

	河川愛護モニター
募集人員：1 人　活動内容：河川愛護に

関するさまざまなテーマについて、河

川を観察し、レポートを毎月提出します　

活動範囲：豊川右岸（河口～大村樋門）　

任期：平成24年7月1日から1年間　応
募資格：活動範囲近隣に在住の20歳以

上で、河川に接する機会が多く河川愛

護に関心のある方　謝礼：月額4,000円

程度（予定）　応募方法：5月25日（必着）

までに応募用紙で国土交通省豊橋河川

事務所管理課管理係（〒441-8149中野

町字平西 1-6）。ホームページ（http://

www.cbr.mlit.go.jp/ toyohashi/）か ら

も申し込み可　問合先：国土交通省豊

橋河川事務所（☎48・8105）

情報あれこれ
	カラスの巣作りによる停電防止に
ご協力ください

毎年 3 ～ 5月にかけて、カラスの巣作

りがピークとなります。カラスは、巣作

りに金属製ハンガーなどを使うことがあ

り、電柱の上に巣を作ると、漏
ろうでん

電や短

絡（ショート）で、広範囲な停電を発生

させる恐れがあります（平成 23 年に豊 

橋・田原で確認された電柱の上での巣

作りは320箇所）。中部電力では、パト

ロールを強化して、カラスの巣作りの

発見と停電防止措置に努めていますが、

市民のみなさんも次のとおりご協力を

お願いします。

■停電防止のためのお願い
◦ 金属製ハンガー・針金などを、みだ

りに放置しないようお願いします

◦ 電柱の上にカラスの巣を発見したら、

中部電力㈱豊橋営業所まで連絡して

ください。現場の状況を確認し、停

電を防止する措置（巣の撤去、金属

類の除去など）を実施します

問 合 先：中部電力㈱豊橋営業 所（

0120・985・630）、市役所環境保全課

（☎51・2385）

	人形供養を行います
とき：5 月13 日㈰午前 9 時～午後 2 時　

ところ：臨済寺境内（東田町字西郷。市電

「東田坂上」電停下車）　内容：家庭で

役目を終えた人形供養※人形本体のみ。

ぬいぐるみ類、人形ケースはご遠慮く

ださい　問合先：臨済寺人形供養奉賛会

（人形の松島☎61・1974）

	コミュニティ推進備品を
整備しました

㈶自治総合センターは宝くじの社会貢

献広報事業として、地域コミュニティの

推進を支援しています。平成23年度は、

市の防災対策に役立てるため、AEDト

レーナー、啓発用パソコン、プロジェ

クターなどの訓練機材を整備しました。

問合先：防災危機管理課（☎51･3116）

	骨髄ドナー登録会を行います
白血病などの血液の病気により骨髄移

植や末梢血幹細胞移植を必要とする方

のために、骨髄ドナー登録へご協力く

ださい。当日は献血も実施しています。

とき：5月17日㈭午前10時～11時30分、

午後1時～3時30分（献血は午前10時～ 

正午、午後 1 時～ 4 時）　ところ：豊橋

駅南口駅前広場（渥美線新豊橋駅前）　

ドナー登録できる方：18 歳以上 54 歳以

下で骨髄・末梢血幹細胞の提供につい

て十分理解している方（健康状態により

登録できない場合があります）　その
他：骨髄バンク・ドナー登録についての

詳細は㈶骨髄移植推進財団ホームペー

ジ（http://www.jmdp.or.jp/）参照　問
合先：健康政策課（☎39・9111）

二川宿本陣資料館


