主な対象
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炎の祭典
（炎の舞）
チケットの
抽選先行受付を行います

子ども

高齢者

障害者

事業

7月は
「社会を明るくする運動」
強調月間です

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

自衛官
種目：防衛大学校学生、防衛医科大学

犯罪や非行を防止し、罪を犯した人た

校学生、看護学科学生、航空学生、一

選先行受付を行います。申込方法など

ちの立ち直りについて理解を深め、明

般曹候補生、自衛官候補生 対象：来

詳細は「炎の祭典」ホームページをご覧

るい社会を築きましょう。

年3月卒業予定の高校生を含む18～26

いただくか、お問い合わせください。

■啓発品の配布などを行います

歳の方※学生コースは 18 ～ 20 歳の方

申込期間：7月1日～20日 問い合わせ：

とき：7月3日㈪午前8時～8時30分 と

その他：随時、相談を受け付けます。試

炎の祭典実行委員会
（☎53・7211）
、観

ころ：豊橋駅東口サークルプラザ その

験、申込方法など詳細はお問い合わせ

光振興課
（☎51・2430）

他：期間中、広報車での街頭啓発活動

ください 申し込み：8月から※種目によ

なども実施

り異なる 問い合わせ：自衛隊豊橋地域

■COOL CHOICEに取り組みましょう

［共通事項］問い合わせ：福祉政策課（☎
51・2369）

」は、地
「COOL CHOICE（＝賢い選択）

事務所（大国町 豊橋地方合同庁舎 5 階
☎ 80・5104）
、市役所行政課（☎ 51・
2027）

球温暖化対策のための新たな国民運動
です。省エネ・低炭素型の商品を選ぶ

支 援・医 療

とよはし版クールチョイス

楽しむ・学ぶ

一般販売前に座席を確保するための抽

など、温暖化対策につながる行動をし、
無理のない範囲で節電・省エネに取り
■節電・省エネチャレンジ
キャンペーン参加者募集
消費量の削減に取り組みましょう。参加
者全員に参加賞を贈呈します。
［共通事項］問い合わせ：温暖化対策推

アイプラザ豊橋の指定管理者

ため池での事故をなくしましょう

アイプラザ豊橋（草間町字東山）の管理

ため池は大変危険ですので、子どもだ

を行う指定管理者を7月3日㈪から募集

けで水辺に近づかないでください。ま

します。

た、池の中には絶対に入らないでくだ

指定期間：来年4月1日から5年間 募集

さい。

要綱などの配布：ホームページ 問い合

問い合わせ：農地整備課
（☎51・2495）

わせ：
「文化のまち」
づくり課
（☎51・2875）

募

進室
（☎51・2419）

更生ペンギンのホゴちゃん

談

7 ～ 9月で前年の同時期と比較して電力

相

組みましょう。

集

平成29年度 国民健康保険税
納税通知書を送付します

情報あれこれ

7月中旬に納税通知書を世帯主あてに送

建築設備などの調査に伴い
美術博物館は臨時休館します

付します（国民健康保険の納税義務者は

とき：7月10日㈪～15日㈯・24日㈪〜29

世帯主です）
。納税通知書に記載の内容

日㈯ その他：カフェレストランは通常営

固定資産税
（土地）
の
「みなす課税」
を実施します

や課税明細を確認し、納期限までに納

業します 問い合わせ：美術博物館（☎

平成30年度課税分から柳生川南部土地

めてください。なお、国民健康保険税

51・2882）

区画整理事業地区内で、「みなす課税」

は前年中の所得によって算定しますが、

を実施します。使用収益が開始されて

所得の額によっては軽減・減免の制度

いる土地は、賦課期日
（来年1月1日）現

があります。詳細は納税通知書に同封の

在での仮換地・保留地の面積・現況地

「平成29年度国民健康保険のお知らせ」

目で課税を行うため、税額が変動しま
す。詳細はホームページをご覧ください。

またはホームページをご覧ください。
問い合わせ：国保年金課
（☎51・2295）

美術博物館

問い合わせ：資産税課
（☎51・2216）

広報とよはし 平成 29 年 7月1日 20
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アイプラザ豊橋

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

コミュニティバス東部東山線
やまびこ号運行9周年記念イベント

燃料電池自動車 トヨタ MIRAI
第2期分（8・9月分）
の貸し出し

とき：7月3日㈪～31日㈪ 内容：利用者

とき：8月1日㈫～9月30日㈯。月・水曜

とき：日曜日、祝日、年末年始を除く毎日。

（先着 800 人）に粗品を進呈 問い合わ

日午前11時～午後4時、火・木・日曜

①全血献血／午前 9 時～正午・午後 1

日午前 9 時～午後 4 時、金曜日午前 9

時～4時45分、②成分献血／午前9時～

時～午後2時 対象：市内在住の方 台

11 時・午後 1 時～ 4 時 ところ：愛知県

数：1台（申込順） 料金：1回4,500円（別

赤十字血液センター豊橋事業所（東脇三

途、走行距離1kmにつき燃料代20円必

丁目） 対象：採血基準と問診により医

要） その他：1回100kmまでの距離制限

師が献血できると判断した方（65歳以上

あり 申し込み：7月1日からの午前9時～

の方は、60～64歳に献血経験がある方

午後5時に資産経営課
（☎51・2130）

に限る） 採血時間：①15分程度②40～

せ：都市交通課
（☎51・2620）

90 分程度 その他：採血基準や移動式

やまびこ号

バスでの献血スケジュールなど詳細は

家族みんなの家事・育児
フォトコンテストの入賞者決定

ホームページ参照 問い合わせ：愛知県
赤十字血液センター豊橋事業所（☎32・

家族みんなの家事・育児フォトコンテスト
の作品募集に以下の方が入賞しました

相

（敬称略）
。作品は7月1月㈯〜31月㈪に男

1331）
、市役所福祉政策課
（☎51・2355）
トヨタMIRAI

女共同参画センター「パルモ」
（神野ふ頭

7・8月の金曜日は中央図書館の
開館時間を延長します

町 ライフポートとよはし内）で展示します。

談

最優秀賞：藤原和生 優秀賞：高橋里奈、
戸澤隆𠮷、山本菜穂 問い合わせ：市

7・8月の金曜日（7月28日、8月25日を

民協働推進課
（☎51・2188）

除く）は、中央図書館の開館時間を通常
より2 時間延長し、午前 9 時 30 分～午

募

後 9 時とします。なお、向山・大清水

7月11日㈫～20日㈭は
夏の交通安全市民運動

図書館の開館時間に変更はありません。

夏は外で遊ぶ子どもや外出する高齢者

問い合わせ：中央図書館
（☎31・3131）

が増え、交通事故に巻き込まれる危険

集

が高まります。以下の点に注意し、思
いやり運転を実践しましょう。市と交通

最優秀賞「朝活 弁当作りはじめました。
父と兄の分も作ってます。」

安全都市推進協議会は、7月14日㈮に
市内各地で街頭指導を行います。
■運動の重点項目

7

月 日㈬からスマートフォンを使って

31

本を借りることがきます

問い合わせ 中央図書館（☎ ・３１３１）

スマートフォンなどで豊橋市図書館ホームページにログ

インし、図書貸出券のバーコード情報を画面に表示さ

せることで、従来のカード型貸出券の代わりとして利

用できるようになります。詳細はホームページをご覧

ください。

情 報 ピック アップ
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スマートフォンの画面（イメージ）

21

7月は「愛の血液助け合い運動」実施期間
献血にご協力ください

5

◦子どもと高齢者を交通事故から守ろう
◦すべての座席でシートベルトとチャイ
ルドシートを正しく着用しよう
◦歩行中・自転車乗用中の交通事故を
なくそう
◦飲酒運転を根絶しよう
問い合わせ：安全生活課
（☎51・2550）

