主な対象

どなたでも

女性

男性

上下水道局からのお願い
■井戸水を使用し、

子ども

高齢者

障害者

事業

登録手話通訳者・登録要約筆記者

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。詳細はお問い合わせください。

美術博物館展示室利用者

訳者／市内在住で「手話通訳士試験」
「手

などの作品発表を希望する方 その他：

次の事項が生じた場合は申請が必要と

話通訳者全国統一試験」
「
（一社）あいち

展示室の利用者は4月24日㈰午前10時

なりますので、速やかに上下水道局お

聴覚障害者センター登録試験」のいずれ

から美術博物館で抽選により決定します。

客さま料金センターまでご連絡ください。

かに合格した方、登録要約筆記者／市

企画展などで利用できない期間がありま

⑴井戸水を使用開始または再開するとき

内在住で「要約筆記者養成課程」を修了

す 申し込み：4月1日～ 10日に申込書

⑵名義の変更があるとき

した方 業務内容：聴覚障害者の病院受

を美術博物館（豊橋公園内☎51・2882）

⑶一般家庭（認定水量）で、世帯人数に

診・学校の保護者会・各種手続きなどに

※申込書は3月17日から美術博物館
（月曜

同行し、円滑なコミュニケーションのた

日休館。ただし、3月21日㉁は開館し、22

めに手話通訳または要約筆記をします

日㈫は休館）またはホームページ（http://

申し込み：随時、写真貼付の履歴書と各

www.toyohashi-bihaku.jp/）
で配布

下水道に接続している方へ

変更があるとき
⑷井戸水のみ使用していたが、新たに
水道水を使用するとき
⑸井戸用の流量計を設置している方で、
メーターを交換・廃止するとき
⑹井戸水の使用を休止または廃止する
とき
※井戸メーターを設置している方は、検
■口座振替のご案内
水道料金などの支払いは、便利で確実

課程修了証（要約筆記）の写しを市役所障
害福祉課
（東館1階☎51・2346）
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豊橋市防災ひろばが完成します

視聴覚教育センター・地下資源館
サイエンス・ボランティア
人員：10人程度
（選考） 対象：1年のうち
土・日曜日、祝・休日に5回以上活動が
可能な高校生以上の方 活動内容：ワー
クショップの企画と運営（指導、準備など
の補助作業） その他：報償費、交通費、

申し込み：水道料金などの領収書または

災機能を備えた「豊橋市防災ひろば」が、

日㈰午後1時～3時に新規申込者を対象

「水道使用水量等のお知らせ」
、通帳、

3月16日㈬に西小田原町 138（穂の国と

とした説明会を開催します 申し込み：3

通帳印を市内に本支店のある金融機関

よはし芸術劇場「プラット」南側）に完成

月20日～4月15日（必着）に、はがきで

（ゆうちょ銀行も可）へ持参。入居した

します。災害時は、豊橋駅周辺に滞留

希望する活動内容、住所、氏名、年齢、

ときに投かんしている水道使用連絡票

する帰宅困難者などの一時支援施設と

電話番号を視聴覚教育センター（〒441-

同封の依頼書も利用できます

して、また平常時は緑を配した憩いの

3147大岩町字火打坂19-16☎41・3330）

■検針にご協力を

場として活用していきます。

検針は2か月ごとに土・日曜日、祝・休

問い合わせ：防災危機管理課（☎ 51・

日も実施しています。検針員が正確・安

3116）

集

食事代などの支給はありません。4月24

なくてもメーターボックスの上に車両や
植木鉢などを置かないでください。メー
ターを撤去した場合は、ご連絡ください。
サイエンス・ボランティアの活動のようす

［共通事項］問い合わせ：上下水道局お
客さま料金センター
（☎51・2712）

上下水道局マスコット
「クリン」

豊橋市防災ひろば

3月末で美術博物館喫茶室を
閉店します

平成28年度豊橋市臨時職員
（障害者対象）
人員：1 人 業務内容：庁内障害者ワー
クステーション「わくわく」における事務

美術博物館喫茶室を改装するため、3月

作業や庁舎内清掃など 募集要綱など

31日㈭をもって閉店します。今年秋にリ

の配布：市役所人事課（東館5階）
、ホー

ニューアルオープンする予定です。

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

問い合わせ：美術博物館
（☎51・2882）

lg.jp/6760.htm） 申し込 み：随 時、 直
接または郵送で人事課（東館5階〒4408501住所不要☎51・2050）
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全に検針ができるよう、現在使用してい

さい。

募

備蓄倉庫やマンホールトイレなどの防

談

な口座振替をご利用ください。

また、飼い犬は鎖につなぐなどしてくだ

相

定満期までに交換してください

種試験合格通知（手話通訳）または養成

支 援・医 療

対象：12月～来年3月に絵画、写真、書

楽しむ・学ぶ

人員：各若干名 応募資格：登録手話通

人・農地プランの更新について

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

「人・農地プラン」とは地域が抱える「人

オープンガーデン豊橋の
パンフレットを配布します

犯罪や交通事故などにより、突然被害

と農地の問題」を今後解決していくため

オープンガーデン豊橋に登録した庭の

者となった方と家族・遺族が受けるさま

のプランです。各種支援を受けるため

パンフレットを作成しました。庭づくり

ざまな精神的・身体的な痛みなど、犯

には、プランに位置付けられることが必

の参考にし、ガーデンオーナーと交流を

罪被害の実態について理解を深め、社

要です。以下の日程で説明会およびプ

深めてみてはいかがでしょうか。

会全体で犯罪被害者などを支えていくた

ラン更新案の閲覧を実施します。

配布開始日：3月15日㈫ 配布場所：豊

めのパネル展を開催します。

■説明会

橋みどりの協会（大岩町字大穴 総合動

とき：3月28日㈪午後1時～4月4日㈪午後

とき：3月24日㈭午前 10 時 30 分～ 11 時

植物公園東門）
、各地区・校区市民館

3時 ところ：市役所市民ギャラリー
（東館1

30 分 ところ：市役所東 128 会議室（東

対象：市内在住の方 配布部数：2,000部

階） 問い合わせ：安全生活課
（☎51・2304）

館 12 階） 定員：40 人（先着順） その

（1 家族 1 部。なくなり次第終了） 問い

他：当日は農地中間管理機構の説明会

豊橋市民病院レストラン改装に伴う
一時休業および理容室の廃止について

合わせ：豊橋みどりの協会
（☎41・7400）

も併せて実施します

相

■プラン更新案の閲覧

豊橋市民病院のレストラン改装に伴い、

とき：3月28日㈪～ 4月8日㈮ ところ：

現在の店舗は4月1日㈮から一時休業し

市役所農業企画課
（西館3階） 対象：市

ます。リニューアルオープンは平成 28

内農家台帳登録者（本人および同一世

年6月初旬を予定しています。また、理

帯員に限る） 持ち物：運転免許証など

容室を 3月31日㈭をもって廃止します。

本人確認のできる身分証

ご理解・ご協力をお願いします。

［共通事項］問い合わせ：農業企画課（☎

談

51・2477）

問い合わせ：市民病院管理課
（☎33・6278）

オープンガーデン豊橋の
パンフレット

8

市町村名

施設名

豊橋市

総合動植物公園、市民プール、視聴覚教育センター（プラネタリウム）
、自然史博物館、美
術博物館、二川宿本陣資料館、青少年センター体育室、こども未来館（まち空間）

豊川市

ジオスペース館、豊川市プール

蒲郡市

竹島水族館、生命の海科学館

新城市

設楽原歴史資料館、長篠城址史跡保存館、鳳来寺山自然科学博物館、鳳来ゆ～ゆ～ありい
な（スポーツ施設）
、作手 B&G 海洋センター（プール）

田原市

田原市博物館、吉胡貝塚資料館、赤羽根文化広場（パターゴルフ場）

設楽町

歴史の里田峯城、ふれあい広場（温水プール、トレーニングルーム、多目的ホール）
、つぐ
グリーンプラザ（プール、トレーニング室）
、奥三河郷土館

東栄町

東栄町民芸館・博物館、花祭会館、とうえい温泉

豊根村

茶臼山高原の美術館、森遊館（プール、トレーニング室）
、湯～らんどパルとよね、茶臼山
高原スキー場（冬期リフト）
、湯の島温泉

28
32
問い合わせ 政策
 企画課（☎ ・３１５２）

■平成 28 年度ほの国こどもパスポート事業対象施設

ほの国こどもパスポート事業
平成 年度は 施設で利用できます

東三河 市町村では、東三河地域の公共

32

施設の入場料などを無料にする「ほの国

31

28

こどもパスポート事業」を実施していま

3

す。平成 年度は全 施設（下表）を対象

1

に実施します。

4

月 日㈮～来年 月 日㈮

東 三 河 地 域 在 住・ 在 学 の 小・ 中

利用期間

対象

学生※東三河地域の学校に通っている子

どもには、各学校から配布されます。東

5

三河地域外の学校に通っている子どもに

ついては、市役所政策企画課（東館 階）

で申請をしてください その他 東三河

地域に在住・在園の未就学児についても

対象施設の入場料などが無料になります。

施設の窓口でお申し出ください。詳細は

ホームページ（ http://www.east-mikawa.

）参照
jp/inner.php?id=17
■ほの国スタンプラリーを開催します

ほの国こどもパスポート事業対象施設の

利 用 促 進 を 図 る た め、 ほ の 国 こ ど も パ

スポートを持参した児童・生徒を対象に

17

スタンプラリーを開催します。各施設で

2

スタンプラリーの台紙に押印してもらい、

1

規定のスタンプ数に達し応募すると、抽

情報あれこれ

月 日㈮～来年 月 日㈮

4

選で賞品が当たります。

開催期間

その他 台紙は各学校で配布

集

情 報 ピック アップ

募
17

犯罪被害者等支援パネル展

51

