主な対象

どなたでも

女性

男性

豊橋柳生川南部土地区画整理組合の
宅地（保留地）を公開抽選で販売します

子ども

高齢者

障害者

事業

出資団体の財政状況を公開しています
市の出資割合が25％以上の出資団体の

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。

情報あれこれ

経営状況報告書（平成 27 年度事業報告、

校区市民館（牟呂町字北汐田） 内容：

平成 28 年度事業計画）をホームページ

14区画を抽選販売します その他：詳細

で公開しています。また、同資料は市

11月11日は
「市民の日」
11月5日㈯～11日㈮は愛市憲章週間です

はお問い合わせください 申し込み：11

役所じょうほうひろば（東館 1 階）でも閲

毎年11月11日は「市民の日」
として、一

月14日までに豊橋柳生川南部土地区画

覧できます。

日長の体験や、愛市憲章実践者、ふる

整理組合事務所
（☎31・1623）

問い合わせ：財政課
（☎51・2117）

さと豊橋いちばんの認定表彰などを行い
「明るく豊かな住みよい町」にする活動

環境に配慮した運転
「エコドライブ」
を実践しましょう

11月は児童虐待防止推進月間です
さしのべて あなたのその手 いちはやく

11月はエコドライブ推進月間です。停

市では、児童虐待問題に対する社会的

心をあわせ美しい町をつくりましょう／

車時のエンジン停止や、ゆっくり発進な

関心の喚起を図るため、児童虐待防止

なまず池を守る会、よく働き豊かな町を

どにより、燃費が向上しCO2 の削減やガ

のシンボル「オレンジリボン」を使って次

つくりましょう／淺倉髙月、愛情をもち

ソリン代の節約にもつながります。

の取り組みを行います。

あたたかい町をつくりましょう／石原郁

問い合わせ：環境保全課
（☎51・2388）

■啓発イベント

章、愛情をもちあたたかい町をつくりま

とき／ところ／内容：11月1日㈫～30日㈬／

しょう／菅原由郎、きまりを守り明るい

市役所市民ホール（東館1階）
・こども未

町をつくりましょう／豊橋市健民少年団、

来館ここにこ（松葉町三丁目）など／オレ

教養をたかめ文化の町をつくりましょう／

安全で快適な生活環境・都市環境確保の

ンジリボンツリー展示、
11月19日㈯／こど

琴修会豊橋東

ため、自転車・原動機付自転車は、歩道

も未来館など／「親子でタイムカプセル

■「ふるさと豊橋いちばん」認定表彰※敬称略

など公共の場所への放置が禁止されてい

工作」
、らんま先生
（パフォーマー）
による

ふるさとの移り変わりを路面電車と街

ます。市では放置自転車対策として放置

「笑顔になるeco 実験パフォーマンス」

を続けています。
■愛市憲章実践者表彰※敬称略

の国豊橋ハーフマラソンでは第1回から

は手数料が必要です。豊橋駅・二川駅周

虐待を受けたと思われる子どもの発見

連続出場している人／神藤孝夫

辺は放置規制区域に指定されていますの

者には法律で通告義務があり、もし虐

■
「市民の日」
一日長のみなさん※敬称略

で、自転車等駐車場などをご利用くださ

待ではなかったとしても責任を問われる

一日市長／久松あゆむ（豊橋商業高等

い。詳細はホームページをご覧ください。

ことはなく、連絡した方の身元を明かす

学校2年）
、一日市議会議長／氏原小百

問い合わせ：土木管理課
（☎51・2508）

ことはありません。

合・田中友実子（東陽中 3 年）
、一日商

◦児童相談所全国共通 3 桁ダイヤル

工会議所会頭／中田麻貴（豊橋創造大
学専任講師）
、一日警察署長／杉浦真菜

◦東三河児童・障害者相談センター（八

（豊橋信用金庫）
、一日駅長／尾﨑有亜

私たちが安心して生活していくためには、

町通五丁目 愛知県東三河総合庁舎

（ブラザー販売㈱）
、一日郵便局長／山

個人や民間の団体の活動だけでは、ま

内☎54・6465）

かなうことのできない公共サービスや公
共施設が必要です。国や地方公共団体

◦市役所こども家庭課（東館 2 階☎ 51・
2327）

崎宏人
（藤ノ花女子高等学校長）
問い合わせ：豊橋市民愛市憲章推進協
議会
（☎56・1128）

は、このために住宅や道路の整備、教
育など幅広い活動を行っています。そ
の財源となる「税」の役割は大変重要で
す。この週間に「税」の大切さを考えて
みましょう。
問い合わせ：納税課
（☎51・2234）

らんま先生

久松あゆむさん
（一日市長）
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■児童虐待の通報先・相談窓口

集

啓発・撤去・保管を行っており、返還に

募

75 歳で世界 6 大マラソンを完走し、穂

「☎189」

談

その他：詳細はホームページ参照

いちはやく

相

並みの絵で表現し続ける人／伊奈彦定、

されていた自転車・原動機付自転車への

11月11日㈮～17日㈭は
「税を考える週間」
です

支 援・医 療

11月は放置自転車クリーンキャンペーン月間
放置自転車の防止にご協力ください

楽しむ・学ぶ

とき：12月4日㈰午前10時 ところ：汐田

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。

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

12月1日は世界エイズデー
休日・夜間エイズ即日検査を行います

11月14日は世界糖尿病デー、
11月14日～20日は全国糖尿病週間です

11月25日㈮～12月1日㈭を豊橋市エイ

糖尿病とは、血液中のブドウ糖（血糖）

■平成28年分年末調整等説明会

ズ予防強化週間とし、次の日程で休日・

が高くなる病気です。初期はほとんど

とき：11月18日㈮午前 10 時～正午、午

夜間エイズ即日検査を行います。

自覚症状がなく、血糖値が高い状態を

後 1 時 30 分～ 3 時 30 分 対象：源泉徴

とき：休日検査／11月27日㈰午前9時～

放置すると全身の血管や神経が侵され、

収義務者 内容：年末調整などの具体

11 時、夜間検査／ 11月30日㈬午後 6

神経・目・腎臓などで重大な合併症を

的な事務手続きなどの説明を行います

時～8時 ところ：保健所・保健センター

引き起こします。生活習慣を見直し、血

■平成28年分青色決算等説明会

糖値を上手くコントロールしましょう。

とき：12月2日㈮午前 10 時～正午、午

HIV 抗体検査（5cc 程度の採血あり） 検

■啓発イベント

後 1 時 30 分～ 3 時 30 分 内容：決算書

査結果の通知：通常は採血終了から約

糖尿病週間期間中に、市民病院（青竹

の記載方法などの説明を行います そ

1 時間後、確認検査が必要な場合は約

町字八間西）
、豊橋医療センター（飯村

の他：青色申告決算書、収支内訳書など

1 週間後 費用：無料 その他：検査は

町字浜道上）
、成田記念病院（羽根井本

の用紙は国税庁ホームページからダウ

匿名でプライバシーは守られます。下

町）
で糖尿病に関する展示や相談、簡易

ンロードできます。申告書の提出は便

記 QRコードから即日検査の情報を確認

血糖検査などを行います。詳細はホー

利なe-Taxをご利用ください

できます 問い合わせ：健康政策課（☎

ムページをご覧ください。

39・9104）

問い合わせ：健康増進課
（☎39・9145）

（中野町字中原「ほいっぷ」内） 内容：

年末調整等説明会・青色決算等
説明会を行います

イータックス

［共通事項］
ところ：アイプラザ豊橋（草間
町字東山） 問

相

い合わせ：豊橋
税務署（☎ 52・
6201 ※自動 音

談

声案内
「2」
）
ホームページ
QRコード

世界糖尿病デー ロゴマーク

野新田町字ミノ割） 内容 水消火器・

51

秋季全国火災予防運動 月 日㈬～ 日㈫
消しましょう その火 その時 その場所で

煙体験など

問い合わせ 消防本部予防課
（☎ ・３１１５）

■ 住宅用防災機器を積極的に活用しましょう

■消火器の廃棄方法

わいわい消防広場﹀

火災発生をいち早く知らせる住宅用火

豊橋消防設備業者窓口代表（東海消防

2

︿ＪＦＦＳ消防イベント同時開催

災警報器や消火に必要な消火器、燃え

設備㈱（☎ ・５６１１）
）のほか、 消

10

これからの季節は、空気の乾燥や暖房

にくいカーテン・じゅうたんなどの防

火器販売業者や各消火器メーカーへお

日㈫（市役所予

15

6

器具など火を使う機会が増え、火災が

炎品、安全装置のついた調理器具など

日㈯～

5

48

11

月 日㈰午前 時～午後 時

を積極的に活用しましょう。※消防署

問い合わせください。

月

防課は土・日曜日は持ち込み不可） と

11

多くなります。防火の習慣を身に付け、 とき

員が販売を行うことはありません。悪

︿消防署での回収﹀

10

また、放火されない環境を作りましょう。 ところ ホテルシーパレスリゾート（神

質な訪問販売・点検にご注意ください

とき

住宅用火災警報器を設置してから

ころ 市内各消防署、市役所予防課
（西

︿電池が切れていませんか？﹀

年が経過すると電池切れや機器の故障

5

階） 対 象 持 ち 運 び 可 能 な 粉 末

10

の恐れもあります。この機会に点検し、 館

本 千円（リ

1

消火器
（個人所有で 型以下のもの。大

型は不可） 処理費用

サイクルシールが貼付されている消火

器は５００円）

1

年を目安に機器の交換をしましょう。

■啓発イベント

︿防火作品展﹀

9

日を除

17

13

日㈰（

ヒケッシー ワットくん

時 ところ

期間中午後 8 時に
サイレンと
音声放送を
流します

5

日㈯～

分～午後

9

11

月

時

30

とき

く）午前

こども未来館ここにこ（松葉町三丁目）

内容 市内の小・中学生から募集した

情報あれこれ

火災予防に関するポスター・習字の入

賞作品を展示します

集

情 報 ピック アップ

募

9

10

11
9
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