主な対象

どなたでも

女性

男性

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。

育児

談

表浜海岸から海に帰るアカウミガメ

相

ができない一方で、取扱方法を誤ると

支 援・医 療

の生活の中で幅広く利用され欠かすこと

51

8

月に上陸・

ガソリン、灯油などの危険物は、私たち

5

～

危険物安全週間 6月5日㈰～11日㈯
危険物 決めろ無事故の ストライク

問い合わせ 環境保全課
（☎ ・２３８５）

情報あれこれ

守りましょう

課
（☎34・3710）

◦アカウミガメは毎年

聞社事業部（☎32・3111）
、みなと振興

楽しむ・学ぶ

開催します。

課までご連絡ください

階）などで配布 問い合わせ：東愛知新

情 報 ピック アップ

産卵するので、これらの情報がありま

■豊橋市消防団消防操法大会および放水競技大会

ページ、市役所じょうほうひろば（東館1

ア	 カウミガメの保護にご協力ください

のことにご協力ください。

したら、環境保全課へご連絡ください

豊橋に上陸・産卵する絶滅危惧種アカウ

◦アカウミガメはとても警戒心が強く音

※実態調査に関心のある方は、環境保全

ミガメと貴重な海岸環境を守るため、次

や光に敏感なので、夜になったら騒が

62）※応募用紙は東愛知新聞社ホーム

ず、たき火や花火はやめましょう

聞社事業部（〒441-8666 新栄町字鳥畷

◦アカウミガメはきれいな砂浜にしか産

までに応募用紙、写真 2 枚を東愛知新

事業

卵しないので、自分のゴミは自分で持

旅行など 応募方法：6月15日（必着）

ち帰るなど、積極的に砂浜をきれいに

行事に参加 賞：各賞金 10 万円、海外

障害者

しましょう

活動内容：海フェスタ東三河などの各種

◦海岸で飼い犬などの動物を放すのはや

18～28歳（高校生を除く）の未婚の女性

めましょう

在住・在学・在勤で、6月26日現在で

高齢者

◦夜間に上陸したアカウミガメを見つけ

定員：3 人（選考） 応募資格：東三河に

たら、照明を消し、遠くから静かに見

ミスみなと
（港・船・海の女王）

子ども

火災などの災害を誘発する危険性があり

テレビゲーム、エアガンを除くおもちゃ
問い合わせ：本郷地区市民館（☎ 46・
8487）
、あいトピア
（☎57・2601）

災害対応中の消防団員

昨年度の大会のようす

広報とよはし 平成 28 年 6月1日 20
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費部品代必要） 修理できるおもちゃ：

集

費用：無料（部品の交換をした時は、実

募

（前畑町）※予告なく休院する場合あり

情 報 ピック アップ

1・3土曜日午後2時～4時／あいトピア

問い合わせ 消防本部総務課
（☎ ・３１１１）

30

地	 域を守る消防団員による
消防操法大会および放水競技大会

8

地域を守る消防団員が日頃の訓練の成果を競う、

12

豊橋市消防団消防操法大会および放水競技大会を

時／本郷地区市民館（浜道町字桜）
、第

6

月 日㈰午前 時 分 ところ 石巻運

とき／ところ：第2・4土曜日午後1時～4

とき

おもちゃ病院トントン
壊れたおもちゃを修理します

動広場（石巻町字青木） 競技内容 火点を想定し

署
（☎46・0119）

た標的を放水して倒すまでのタイムを競います

52・0119）
、南消防

■地域を守る消防団

3120）
、中消防署
（☎

消防団員は、日頃は別の仕事をしながら災害時

本部予防課（☎ 51・

に活動を行い、地域の安全・安心を守っています。

問 い 合 わ せ：消 防

これからの季節、大雨や台風などによる被害が

の近くで使用するのはやめましょう。

懸念され、被害を最小限に抑えるため、消防団

容器に入れ、必要以上に貯蔵せず、火

員は河川の巡視や道路冠水、土砂災害などの警

灯油を購入する時は、決められた運搬

戒にあたります。

ます。また、スタンドなどでガソリンや

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

平成28年版 ミニ統計とよはしを
発行しました

図書館の特別整理に伴う休館
貸出期間延長

地域資源回収に
ご協力ください

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

豊橋市の人口・産業・市民生活など各

■特別整理に伴う休館など

地域資源回収は、家庭から出る資源を

分野の統計データをコンパクトなポケッ

6月20日㈪～ 27日㈪、中央・向山・大

積極的にリサイクルするための地域活

トサイズにまとめ、無料配布しています。

清水図書館は休館し、二川・石巻・北部・

動です。

ところ：市役所じょうほうひろば（東館1階）
、

青陵・南部・牟呂地区市民館、アイプ

実施団体：自治会、小・中学校PTA、子

情報プラザ（豊橋駅内）
、
各窓口センターほか

ラザ豊橋、こども未来館の図書館分室

ども会、女性会、老人クラブなど 回

その他：電子版はホームページからダウン

は貸し出し・返却を休みます。

収品目：新聞・チラシ、雑誌（雑がみを

ロード可 問い合わせ：行政課（☎51・2029）

■貸出期間延長

含む）
、ダンボール、牛乳パック等、布、

上記図書館と図書館分室は、図書の貸

アルミ缶、スチール缶など（実施団体に

出期間延長を行います。

より異なります） その他：回収日など詳

特別貸出期間：6月7日㈫～ 19日㈰ 貸

細はホームページ参照。実施団体には

男女が個性と能力を発揮できる社会の実

出冊数：10 冊（通常通り） 返却：貸出日

回収量に応じて奨励金が交付され、奨

現には、一人ひとりの取り組みが必要です。

の翌日から数えて3週間

励金は備品の整備や親睦行事などの地

男女共同参画週間
家族みんなの家事・育児 写真展

市では、国の定める男女共同参画週間（6
月23日～29日）
に写真展示などを実施します。

［共通事項］問い合わせ：中央図書館（☎

域活動に使われます 問い合わせ：環境

31・3131）

政策課
（☎51・2399）

中央図書館

地域資源回収のようす

とき：6月23日㈭～29日㈬（土・日曜日を

相

除く）午前8時30分〜午後5時15分 と
ころ：市役所市民ギャラリー（東館1階）
内容：男女共同参画週間に合わせて募集

談

した写真作品などの展示 問い合わせ：
市民協働推進課
（☎51・2188）

ごみ減量で
エコ

浄化槽で
エコ

エコのコツ
生ごみの約 8 割は水分なので、ひと絞りして水切
りすると重量が約 10％減り、悪臭や腐敗の防止と
ともに簡単にごみを減量できます。ごみ減量に関
する講習会や講座も開催します（詳細は本紙で随
時、掲載予定）
雨水も貴重な資源です。雨どいなどから水を貯め
て、庭への散水や洗車などに利用できます
単独処理浄化槽から省電力タイプの合併処理浄化
槽に転換することにより、水質汚濁を防ぐととも
に節電できます

住宅で
エコ

太陽光で作った電気を蓄電池にためて停電時に使っ
たり、HEMS で消費電力などのエネルギー利用状況
を「見える化」して無駄を防いだりできます

交通で
エコ

近場に出かける時は自転車を活用し、自動車を運
転する時はエコドライブを心がけましょう

補助項目

問い合わせ

生ごみ減量容器（コンポス 環境政策課
ト）
、電動式生ごみ処理機
（☎ 51・2417）
雨水貯留槽

環境保全課
（☎ 51・2386）

合併処理浄化槽

廃棄物対策課
（☎ 51・2410）

太陽光発電システム、エネ
ファーム、HEMS、蓄電池、
ペレットストーブ、太陽熱
利用設備、地中熱利用設備
温暖化対策推進室
電気自動車、プラグインハイ （☎ 51・2419）
ブリッド自動車、燃料電池
自動車、電動バイク、電動
アシスト自転車

身近なエコに取り組みましょう

テーマ

6

月は環境月間です

環境月間に合わせ、できる範囲で

エコに取り組みましょう。エコ関

22

連の補助制度もご活用ください。

8

■パネル展示

月 日㈬～ 日㈬（土・

電気自動車など

30

とき

ペレット
ストーブ

8

6

■エコのコツや補助項目

雨水で
エコ

21

エネ
雨水 蓄電池 生ごみ
ファーム 貯留槽
処理機

1

日曜日を除く）午前 時 分〜午

情報あれこれ

浄化槽

15

分 ところ 市役所市

HEMS

5

時

ヘ ム ス

民ギャラリー（東館 階） 内容

集

電動アシスト
自転車

地中熱
利用設備

後

太陽熱利用設備 太陽光発電システム

アカウミガメなどの自然環境に

関する展示など

募

情 報 ピック アップ

■家庭生活まるごとエコ！

