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エイズ特別夜間検査を
実施します
問合先 健康政策課
（☎ ・９１０４）

現在、全国ではエイズウイルス（ＨＩＶ）に 日あたり 人が感
染していることを知っていますか？エイズは社会的関心が低下
する一方、現在も感染者の増加が続いている病気で、愛知県の
平成 年の新規ＨＩＶ感染者数は全国第 位です。エイズは性
行為をする人であれば誰でも感染する可能性があります。そし
て、エイズは検査をしないと感染しているかわかりません。今
回、エイズ夜間検査を実施しますので、普段仕事や学校で忙し
い方、また一度も検査を受けたことがない方は、ぜひこの機会に
検査を受けてみませんか。

（５ 程度の採血あり） 検査結果の通知 通常は採血終了から
約 時間後、確認検査が必要な場合は約 週間後 費用 無料
その他 検査は匿名でプライバシーは守られます。左記のＱＲ
コードで即日検査の情報を確認できます 申し込み 不要

携帯電話用
ホームページ
QRコード

～サークル編～

愛知大学地域貢献クラブ

カ

ン

パ

ニ

ー

わがまち元 気 印 ！
ア

Accompany

は、 地域貢献を目的として、
私たち Accompany
愛知大学地域政策学部の学生８人で結成しまし

月にアンケートを行い、約

た。現在 豊橋まちなかお店マップ”を作成して
います。昨年９～

月までにこれをまとめ、豊橋駅構内のと

よく聞きます。そこで 豊橋学生ひな壇トーク

また、「今の学生がよく分からない」という声を

さい。

て、あなたのお気に入りのお店を見つけてくだ

よはし情報プラザなどで配布します。これを見

た。

店」など、おすすめのお店を教えてもらいまし

スマンに教えたいお店」「女子会するのに良いお

９００人から「地元サラリーマンが出張ビジネ

10

4

健センター
（中野町字中原「ほいっぷ」内） 内容 ＨＩＶ抗体検査

4

3

39

1

3

8

1

とき ３月 日㈷午後２時 ところ カリオン

■豊橋学生ひな壇トーク
（仮）

に来てください。

方、大学の先生方など、ぜひ僕たちの話を聞き

つ親御さん、学生アルバイトと仕事をしている

といったテーマを考えています。同世代の子をも

「お酒きらい？」「なんでそんなにまじめなの？」

（仮）
”を豊橋技術科学大学の学生と開催します。

„

■エイズ特別夜間検査
6

とき 夜間検査／ 月 日㈪午後 時～ 時、通常検査／毎週
30

水曜日（祝日を除く）午後 時 分～ 時 ところ 保健所・保

3

„

（

他 詳 細 は ホ ー ム ペー ジ（ http://1484uc.jimdo.
）参照 申し込み 不要 問合先
com/
Accompany
）
1484uc@gmail.com

ビル（松葉町二丁目） 入場料 ５００円 その

20
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1

Accompany のメンバー
まちなかでのアンケートのようす

■情報提供
Accompany 代表
大野健太郎さん
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cc
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●このコーナーに、あなたのご意見・情報をお寄せください●

見どころ、イベント、ちょっといい話など身近な話題をお寄せください。※住所・氏名・電話番号を明記してください
広報広聴課（〒440−8501 住所不要 56・5711 kohokocho@city.toyohashi.lg.jp）

広報とよはし 平成 25 年 2月15日 14

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。詳しくはお問い合わせください。

豊橋市では、みなさんからの寄附などによるトヨッキー基金（市民協働推進基金）
から、社会に役立つ活動に市民協働推進補助金を交付しています。この補助金
によるNPO や自治会などの活動を紹介します。

下地自主防災会（SEA）

日本ボーイスカウト愛知連盟 穂の国地区協議会

下地自主防災会（SEA）は、
「下地校区住みよい暮らしづくり

日本ボーイスカウト愛知連盟 穂の国地区協議会は、野外

委員会」の検討の中で、下地校区が地理的な条件などか

活動・自然体験活動などをとおして、青少年の健全育成

ら大規模災害に対する防災対策が必要な地域であり、防

を目的に活動しています。

災対策を効率的に進めるために継続的な活動を行う組織

昨年 11月4日には、平成 24 年度の市民協働推進補助金を

が必要であるとの認識から、平成 23 年 4月に設立しました。

受けて、広小路通りで開催された「豊橋ひろこうじ歩行者

下地校区は 14 町自治会で構成されていますが、効率的に

天国」
に出展しました。

活動するため 5 つのエリアに区分し、それぞれに防災リー

当日は風もなく穏やかな一日で、
「災害時に役立つ知恵」
を

ダーを置いています。会員は防災意識が強く、災害に強

テーマに、ボーイスカウトがキャンプやハイキングをとお

いまちづくりを進めることを目的としてさまざまな活動を

して身に付けた知恵を大勢の方々に披露しました。

行っており、主な活動内容は以下の 4 つです。

約 200 人のお客さんに、さまざまな体験を楽しんでもらう

①校区防災訓練などをとおし、防災意識を高める

中で、一番人気だったのが「もやい結び」というロープ結び

②エリアごとに作成した防災マップをエリア住民に配布し、

の体験コーナーです。もやい結びは、輪が縮まらないので
ひも

他者を確保するときなどに利用します。また、木と紐と土で

防災への認識を高める
③防災倉庫内に保管されている防災資機材を管理し、必

作ることができ、雨天時には屋根の下へ移動して煮炊きが
できる優れた「立ちかまど」にも注目が集まりました。他にも、

要な資機材を確保する
④会員は防災活動、防災講演会などに参加し、防災に関

新聞紙のスリッパづくりやキッチンペーパーのマスクづくり
の体験、ペットボトルの浄水器の展示などを行いました。

する知識を高める
今年度は、市民協働推進補助金を受けて「防災マップ」を

今回の企画によって、いざという時に役立つ知恵を身につけ

作成しました。今後も防災活動をとおして災害に強いまち

ていただくとともに、ボーイスカウトに興味を持っていただ

づくりを推進していきたいと考えています。

き加入者が増えることを願っています。地域に役立つ「ボー

問合先 下地自主防災会（SEA）小杉（☎ 53・1145）

イスカウト」を目指して、今後も活動していきたいと思います。

問合先 日本ボーイスカウト愛知連盟 穂の国地区協議会
松下
（☎ 31・2322）

防災マップを住民に説明するようす

避難所のパーテーション設置訓練

歩行者天国に出展したようす

トヨッキー基金への寄附は、随時受け付けしています。この基金への寄附は税金の優遇措置があります。
詳しくは市民協働推進課（☎ 51・2482

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/shiminkyodo/）

豊橋市内の平成24年12月の交通事故（人身） 豊橋市の人口と世帯
［ ］は平成 23 年 12月、
（ ）は平成 24 年の合計

●件数
●死者
●傷者

356 件 ［330 件］
（3,378 件）
1人 ［

2 人］
（

14 人）

438 人 ［394 人］
（4,148 人）

※夜間はスピードを落とすなど十分注意して
運転しましょう

（平成 25 年 1月1日現在）

●人口

380,724 人（前月比 472 人減）

［男 190,720 人／女 190,004 人］
●世帯

149,790 世帯（前月比 187 世帯減）

※このうち外国人は 14,787 人／ 7,393 世帯

今月の納税
固定資産税 第 4 期分
国民健康保険税 第 8 期分
納期限 2月28日㈭
早めにお近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局
またはコンビニエンスストア（バーコード印字のあ
る納付書のみ）で納めましょう。納税には手間のか
からない口座振替の制度が便利です。

問合先：納税課（☎ 51・2235）
15

