主な対象

どなたでも

女性

男性

一般競争入札により
国有地を売却します

子ども

高齢者

障害者

事業

穂の国・豊橋ハーフマラソン ボランティア

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。

愛知県消費生活モニター

所在地：船渡町字高打場 22 番 4 ほか 5

豊橋公園およびマラソンコース沿線 対

不当表示、悪質商法、生活必需品の

物件

地目／面積：畑／ 251.25㎡ほか

象：高校生以上 活動内容：①給水の補

価格動向などの観察・調査②消費生活

価格：公表 その他：詳細はお問い合わ

助②救護チームの活動補助 定員：各

に関するアンケートの回答③研修会（年

せください 申し込み：2月2日～ 10日

100人（申込順） その他：スタッフウェア

1 回の予定）への出席（交通費は自己負

に東海財務局

問い合わせ：東海財務

を支給（予定）
。報酬、食事、交通費な

担）など 応募資格：県内在住の満 20

局管財部第四統括部門（☎ 052・951・

どの支給はありません。②は3月に説明

歳以上の方（公務員、公職選挙法による

http://tokai.mof.go.jp/）

会を実施します（日程は後日連絡） 申し

公職者を除く） 任期：4 月の依頼日～

込み：2月6日までにホームページ
（http://

来年3月末日 謝礼：年額3,000円
（予定）

www.city.toyohashi.lg.jp/17041.htm）内

申し込み：1月15日～ 2月18日（消印有

の応募フォームより必要事項を入力 問

効）に応募用紙を東三河県民生活プラザ
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リサイクルステーション
アピタ向山店を廃止します
リサイクルステーションアピタ向山店
（向山町字中畑）を 1 月20 日㈫をもっ
て廃止します。
問い合わせ：環境政策課（☎ 51・2399）

市民ふれあい農園利用者

（八町通五丁目）※応募用紙は 1月15
日から東三河県民生活プラザ、ホー
ム ペ ー ジ（http://www.pref.aichi.jp/

ところ／募集予定区画数：①神野新田／

kenmin/shohiseikatsu/bout/monitor.

65 区画②多米／ 24 区画③石巻／ 47 区

html）
で配布 問い合わせ：東三河県民

画
（各抽選） 内容：家庭菜園として耕作

生活プラザ（☎ 52・7337）

間貸し出します。共用の鍬・備 中鍬・

植物園ボランティアガイド

が入賞しました。※敬称略

一輪車などの農具、水道、トイレ、駐

来園者に向けて植物の解説を行うボラ

推薦：石黒繁樹（大岩町） 特選一席：中

車場あり 応募資格：市内在住で農園

ンティアを募集します。

村靖彦（下地町） 特選二席：早瀬康央

の管理・利用が十分にできる方（1 世

募集人数：若干名 募集条件：市内および

（高師本郷町） その他：市役所市民ホー

帯 1 区画まで） 利用期間：4月1日～翌

近郊に在住の満18歳以上で、月に1日以

ル（東館 1 階）
、市民クラブハウス（岩田

年 3月31日（1 年間に限り更新可） 利

上（土・日曜日、祝・休日）無報酬で活動

運動公園内）にて展示予定

用料：9,000 円／年

申し込み：1 月16

できる方 応募方法：1月15日～ 2月20

日～ 2 月5 日に直接、申請書（印鑑必

日に（公財）豊橋みどりの協会（大岩町字大

要）を市役所農業支援課（西館 3 階☎

穴 総合動植物公園東門☎41・2185）

問い合わ

せ：豊橋市体育協会（☎ 63・3031）

くわ

51・2472

びっちゅうぐわ

http://www.city.toyohashi.

lg.jp/7511.htm）※申請書は農業支援課、

採用予定職種／人員：嘱託職員（施設管
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理運営業務など）／若干名 給与：給料
のほか期末・通勤手当を支給 応募資
格：文化行事に造詣があり、パソコン操
作のできる方※年齢・性別・学歴・国
籍不問 採用予定日：平成27年4月1日
募集案内の配布：穂の国とよはし芸術劇

対象：豊橋市子ども会連絡協議会に非

場、市民文化会館、市役所文化課（西

加入で、 町子ども会として活動事業

館 3 階）
、 ホームページ（http://www.

平成 27 年度に市立小・中学校へ入学

実績がある子ども会

申請方法：2 月

bunzai.or.jp/）
など 試験：書類審査・面

予定の子どもの保護者に就学通知を

13 日までに申請書類に必要事項を記

接 その他：詳細は募集案内参照 応

送付しています。必要事項を記入して、

入の上、市役所生涯学習課（東館 11

募方法：郵送の場合は1月23日
（必着）
ま

指定された小学校へ提出してください。

階）※申請書類は生涯学習課、 ホー

でに、持参の場合は 1月20日～ 23日午

1月中旬までに届かない場合や不明な

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

前 10 時～午後 4 時に履歴書などの必要

点がある場合は、お問い合わせください。

lg.jp/17057.htm）で 配 布

書類を豊橋文化振興財団（〒440-0887

問い合わせ：学校教育課（☎ 51・2817）

せ：生涯学習課（☎ 51・2851）

新一年生への就学通知のお知らせ

問い合わ

西小田原町123プラット内☎39・5211）

広報とよはし 平成 27 年 1月15日 14
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推薦「速攻」石黒繁樹さん

（公財）豊橋文化振興財団嘱託職員

各地区市民館、各窓口センターで配布

地域子ども会活動謝礼についての
申請をしてください

集

点の応募があり、審査の結果、次の方

募

できる整備済み菜園 1 区画 30㎡を 1 年

談

豊橋市民スポーツ写真コンクールに 98

相

スポーツ写真コンクール結果

い合わせ：スポーツ課
（☎51・2864）

支 援・医 療

活動内容：①日常生活で危険な商品、

楽しむ・学ぶ

とき：3月29日㈰午前10時スタートところ：

わくわく活動ひろば
金田住宅ふれあいサロン世話人会
県営金田住宅は、高齢者が多いものの住民同士

「このままではいけない」と民生委員と自治会で相

談して、平成 年 月にサロンを立ち上げました。
11

毎月第 日曜日に、高齢の方やともに楽しもうと

24

年 月からは、第 日曜日にも集まり、認知症予

や踊り、ビンゴゲームなどを楽しんでいます。昨

２００円の会費でお茶やお菓子を食べながら、歌

する世話人を含め約 人が、金田住宅の集会場で
40

います。また、昨年は石巻小学校 年生のみなさ

防のための脳トレゲームや健康体操に取り組んで

1

んが「お年寄りが元気に過ごす事のできる街づく

り」を考える郷土学習の一環として参観し、ともに

楽しく過ごしました。参加者のみなさんに
「毎月の

集まりが楽しみで、生活に張りが生まれた」と喜ん

でもらえることが、世話人一同の大きな喜びです。
今後は参加者の一人ひとりが、自分の周りに心

を配り、金田住宅全体の見守りの中核となってい
た だ け る よ う、 力
を合わせていきます。

問い合わせ 金田住
宅ふれあいサロン世
１３２６）

再発見！丸山薫
新春のあけぼの

詩人 丸山薫の没後 年を記念して、
薫の作品を毎月紹介していきます

また「元旦」
、つまり一月一日や、その

「新春」は新年のことをいいますが、

「新春のあけぼの」
について

そこから 光がさしのぼる

朝のこともいいます。 この詩の場合

は、一月一日の意味です。
「あけぼの」

は 夜 明 けの空 が ほのぼのと 明 る ん で

くる頃です。さて、「ばらいろ」といっ

新しい春のにおいが みちわたる

すい紅色のことです。 そしてばら色

ります。 しかしばら色というと、 う

ても、 ばらの花には紅も黄も白もあ

ぼくの こころにも

は、幸福や喜びや希望などに満ちた

状態をもいいます。 雲や富士山や雀

の顔がばら色に輝いているというの

す こ し ま え」
、つ

は、 その意味も含んでいます。
「いま
はつ日 を お が む

まり「あけぼの」です。
「こずえに し

もに」の「こずえ（梢）
」は高い所にあり、

「しも（霜）
」は主として土の上、つま

り低い所にあるので、 天上も地上も、

天も地もの意味になります。
「新しい

春のにおい」の「におい」は感じ、気配

のこと。 そして、 この詩は新しい年
力が

み ち て く る」と、

を迎える喜びを、「ぼくの こころに
も／希望が

集

問い合わせ 文化課
（☎ ・２８７４）

名誉教授・丸山薫賞運営委員会委員）

解説 飛高隆夫さん（大妻女子大学

ほが

朗らかに結ばれます。

募

で 貸 し 出 し て い ま す。
「新 春
されています

談

すずめ

希望が 力が みちてくる

こずえに しもに

いま はつ日をおがむ すこしまえ

スズメのかおも ばらにかがやく

富士は ばらいろ

あっ 雲は ばらいろ

東の空が明るくなり

40

のあけぼの」は第六巻に収録

※新編丸山薫全集は中央図書館

相
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またはコンビニエンスストア（バーコード印字のあ

※このうち外国人は 13,558 人／ 6,616 世帯

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。

※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

●世帯 151,474 世帯（前月比 36 世帯増）

早めにお近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局

341 人 ［363 人］
（3,534 人）

●傷者

378,873 人（前月比 11 人増）

●人口

271 件 ［296 件］
（2,825 件）

［男 190,038 人／女 188,835 人］

16 人）

2 人］
（

0人 ［

●死者

（平成 26 年 12月1日現在）

［ ］は平成 25 年 11月、
（ ）は平成 26 年の合計

11

市県民税 第 4 期分
国民健康保険税 第 7 期分
納期限 2月2日㈪

●件数

話人会 片岡（☎ ・

金田住宅集会場で楽しむようす

今月の納税

豊橋市の人口と世帯

豊橋市内の平成26年11月の交通事故（人身）

6

支 援・医 療

51

3

楽しむ・学ぶ

15

87

丸山薫

の交流の場が少なく、近年孤立死が相次ぎました。

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。

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。 ［寄附累計］
6,356,046 円（平成 19 年度から）
詳しくは市民協働推進課（☎ 51・2483 http://www.city.toyohashi.lg.jp/5230.htm）
532,483 円（平成 26 年度受入分）

問い合わせ：納税課（☎ 51・2235）

