
12広報とよはし  平成 27 年 2月1日

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。詳しくはお問い合わせください。
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	乙女の食卓　東三河の香りを添えて
Food　promotion　for　Higashimikawa

とき：2月28日㈯午前11時～午後2
時　ところ：ホテルアークリッシュ豊橋
（駅前大通一丁目）　対象：女性（男性
の同伴可）　内容：東三河8市町村の農
畜水産物をいかした新感覚のフレンチ

フルコースを、シェフの話を聞きなが

ら楽しみます　定員：65人（抽選）　参
加 料：10,000円　申し込 み：2月18日
（必着）までに申込用紙を㈱サイエン

ス・クリエイト（ 44・1122 cluster@

tsc.co.jp）※申込用紙はホームページ

（http://www.tsc.co.jp/�info/otome/）、

㈱サイエンス・クリエイト（西幸町字浜

池）、市役所産業政策課（東館10階）で

配布　問い合わせ：㈱サイエンス・クリ
エイト（☎44・1111）、市役所産業政策

課（☎51・2640）

	失敗しない創業は、ここで学べ！！
とよはし創業塾2015

とき：2月15日㈰・21日㈯・22日㈰・28日㈯、
3月1日㈰（全5回）午前9時30分～午後

4時30分　ところ：豊橋商工会議所（花田
町字石塚）　対象：創業に関心のある方、
創業を目指す方、創業後間もない方など　

内容：事業計画の作り方、儲けるための
仕組みや選ばれるための店舗づくりなど

を学びます　講師：日野眞明さん（MORE
経営コンサルティング㈱代表取締役社

長）　定員：30人（申込順）　受 講 料：
10,800円（テキスト代などを含む）　申
し込み：2月13日までに申込書を豊橋商
工会議所（ 53・7210）※申込書はホー�

ム ペ ー ジ（http://www.toyohashi-cci.

or.jp/）で配布　問い合わせ：豊橋商工会
議所（☎53・7211）、商工業振興課（☎

51・2425）

とよはし創業塾のようす

	ランクアップ接遇マナー講座
とき：2月23日㈪午後1時30分～3時　
ところ：（公社）豊橋市シルバー人材セン
ター（牟呂町字東里　牟呂高齢者活動セ

ンター内）　対象：市内在住で60歳以上
の方　内容：もう1ランク上の接遇マナー、�
基本とロールプレイング講習　講師：
村松史子さん（豊橋創造大学短期大学

部准教授）　定員：20人（抽選。当選者
のみ2月17日までに電話で通知）　�受
講料：無料　持ち物：筆記用具　申し
込み：2月13日までに住所、氏名、年
齢、電話番号を（公社）豊橋市シルバー�

人材センター（☎48・3301）

	外国人の子どものための
日本語教室ボランティア養成講座

とき：2月22日㈰午後1時30分～4時30分　
ところ：開発ビル6階（駅前大通二丁目）　
対象：外国人児童生徒の日本語学習、教
科学習支援のお手伝いをしたいと考えて

いる方　内容：外国人児童生徒への小・
中学校の教科指導について、講義・ワー�

クショップを通して、効果的な指導法を

学びます。講座終了後、希望者はボラ

ンティアとして活動できます　講師：岩
倉市日本語・ポルトガル語適応指導教

室講師　定員：50人（申込順）　受講料：
無料　申し込み：随時、豊橋市国際交流
協会（☎55・3671 tiea@tcp-ip.or.jp）

	さくらカフェ
シンガポールを見てみよう

とき：3月12日㈭午後1時30分～3時　
ところ：さくらピア　対象：市内在住の身
体障害者・療育・精神障害者保健福祉

手帳所持者（重度障害者は介護者同伴）

と家族、友人　内容：シンガポール出身
の講師が、東西文化の交差点であるシ

ンガポールの魅力を紹介します　講師：
パーリーン・パーオ（豊橋市国際交流員）　

定員：30人（申込順）　参加料：350円（飲
み物付き）　その他：詳細はホームペー
ジ（http://hosyoren.jp/sakurapia/）参照　

申し込み：2月1日午前�9時から、さくら
ピア（東新町☎53・3153 53・3200）

	花を贈る2月14日
フラワーバレンタイン

とき：2月14日㈯午後1時～5時30分　
ところ：こども未来館ここにこ（松葉町三
丁目）　内容：花男子パフォーマンスや
花束ワークショップでバレンタインデー

の花贈りを体験します。ゴスペルやチョ

コレートワークショップ、花贈りコンテス

トもあります。男性の来場者（先着100

人）には、フラワーギフトをプレゼント

します　参加料：無料（一部イベントは
材料費必要）　問い合わせ：農業企画課
（☎51・2471）

	きのこの菌打ちに挑戦しよう
とき：3月8日㈰午前10時～午後2時（小
雨決行）　ところ：岩屋緑地内休憩所付
近（大岩町字火打坂）　対象：どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）　内容：「岩
屋緑地に親しむ会」と一緒に、しいたけ、

なめこの菌打ちをしたり、昼食時にきの

こ汁を食べたりします　定員：しいたけ／�
100人、なめこ／20人（各申込順）※き

のこの原木本数に限りあり　参加料：1
本800円（菌打ちの原木代など）　持ち
物：昼食、おわん、はし、軍手　申し
込み：2月3日～17日に住所、氏名、電
話番号を公園緑地課（☎51・2654

koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp）

	甲種防火管理再講習
とき：2月20日㈮午前9時30分～11時
50分　ところ：ライフポートとよはし（神
野ふ頭町）　対象：不特定多数の人が出
入りする建物（特定防火対象物）のうち、

収容人員が300人以上の甲種防火対象

物を管理する防火管理者（5年ごとに受

講が必要）　定員：80人（申込順）　受講
料：無料（テキスト代1,500円必要）　申
し込み：2月2日～13日（土・日曜日、祝
日を除く）午前8時30分～午後5時15

分に甲種防火管理新規講習または再講

習の修了証（写し）、テキスト代を消防本

部予防課（市役所西館5階☎51・3115）、

中消防署（東松山町☎52・0119）、南消

防署（曙町字南松原☎46・0119）
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	難病の方への新たな
医療費助成制度が始まりました

平成26年5月30日に「難病の患者に対

する医療等に関する法律」が公布され、

平成27年1月1日から医療費助成の対

象疾病（指定難病）が110疾病に拡大さ

れました。これにより、①指定難病で病

状の程度が一定程度以上の方②指定難

病で高額な医療を継続することが必要

な方が、新たに医療費助成制度の対象

となります。指定難病に関する情報につ

いては、難病情報センターホームペー�

ジ（http://www.nanbyou.or.jp/）、保

健所健康増進課ホームページ（http://

www.city.toyohashi.lg.jp/5349.htm）を

ご覧いただくか、健康増進課までお問

い合わせください。

問い合わせ：健康増進課（☎39・9145）

暮らし情報
支援・医療
	要介護認定者のオムツ代の
医療費控除の申告について

要介護認定を受けていて、オムツ代の

医療費控除を受けるのが2年目以降の方

は、医師の発行する証明書に代えて市

の確認書（主治医意見書の記載内容を市

が確認した書類）でも控除の申告ができ

ます。なお、主治医意見書の記載内容

などにより発行できない場合があります

ので、事前に必ずお問い合わせください。

確認書発行窓口：市役所長寿介護課（東
館3階）　発行手数料：1件200円　問
い合わせ：長寿介護課（☎51・3133）

	防火・防災管理（併催）再講習
とき：2月20日㈮午後1時30分～4時
50分　ところ：ライフポートとよはし（神
野ふ頭町）　対象：防災管理新規講習
を修了した防災管理者（5年ごとに受講

が必要）　定員：30人（申込順）　受講
料：無料（テキスト代2,000円必要）　そ
の他：講習修了者には、防災管理再講
習修了証と併せ、甲種防火管理再講習

修了証を交付します　申し込み：2月2
日～13日（土・日曜日、祝日を除く）午

前8時30分～午後5時15分に甲種防

火管理新規講習または再講習の修了

証（写し）、防災管理新規講習の修了証

（写し）、テキスト代を消防本部予防課

（市役所西館5階☎51・3115）、中消

防署（東松山町☎52・0119）、南消防署

（曙町字南松原☎46・0119）

プログラム名 とき 対象／内容／定員（抽選）／参加料／持ち物

おやこヨガ 3月5日㈭
午前10時30分～11時15分 生後7か月～1歳半児と保護者／15組

リトミックあそび 3月6日㈮
午前10時30分～11時30分 1歳半～3歳児と保護者／15組

運動あそび
3月7日㈯・21日㈷
①午前9時40分～10時40分
②午前11時～正午

小学1～3年生（保護者同伴）／とび箱・サーキット運動／各
20人／室内用シューズ

おやこ造形あそび 3月8日㈰
午前10時～11時30分

年少児～小学生と保護者／ペーパーフラワー作りに挑戦しま
す／20組

おやこふれあい体操 3月11日㈬
午前10時30分～11時30分 生後4か月～1歳未満児と保護者／20組

めざせ！わっぱなし 3月28日㈯※雨天順延29日㈰
午前9時15分～10時30分

年長児～小学生と保護者／補助輪なし自転車の練習と交通安
全ルールを学びます／15組

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

■ 2月のあそび場　対象：0～3歳児と保護者　参加料：無料　申し込み：不要
つどいの広場　とき：毎週火・水・金曜日（祝・休日、休館日を除く）午前9時30分～午後0時30分　内容：親子で気軽に
出かけ、交流ができる広場
なかよし広場　とき：2月12日㈭午前10時30分～11時30分　内容：読み聞かせ、ふれあい体操など
■ 3月のプログラム
参加料：無料　申し込み：2月13日（必着）までに返信先明記の往復はがき（1通につき1家族）で①プログラム名（複数可）
②とき③参加者の氏名（ひらがなで）・年齢（月齢まで）・学年④保護者の氏名⑤電話番号を交通児童館（〒440-0864向山
町字池下35）※窓口での普通はがきの受け付けも行います

問い合わせ： 交通児童館（☎61・5818
� http://toyohashi.shopro.co.jp/）

携帯電話用
ホームページ
QRコード
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