
平成29年度郷土文芸作品特選者が
決まりました

短詩型文学作品募集事業の特選に次
の方が選ばれました。※敬称略。50音順
■現代詩特選
小久保要子、中村イサト
■短歌特選
岩瀬美子、成嶌孝枝、宮本陽子
■俳句特選
小椋恵美子、河邉満江、村田しほり
■川柳特選
青木由利子、鈴木岳文、藤原緑郎
	その他	 10/2㈪～10/31㈫に「文化の

まち」づくり課で郷土文芸作品
集100部（先着順）を無料配布

	問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）

	 	 51505

モビリティウィーク
カーフリーデーを行います

9月16日㈯～22日㈮は、まちや人、環
境に優しい交通行動を考えるモビリ
ティウィークです。期間中エコ通勤など
をすると、とよはし健康マイレージの
ボーナスポイントが貯まるほか、以下の
イベントを実施します。
■ええじゃないかとよはし
　カーフリーデー2017
バスやタクシーの運転席に座ることが
できます。
	と き	 9/24㈰11:00～16:00
	ところ	 広小路一丁目

［共通事項］
	問合せ	 都市交通課（☎51・2621）※と

よはし健康マイレージについ
ては健康増進課（☎39・9145）

豊橋動物愛護デー
特別講演などのイベントを行います

9月23日㈷の動物愛護デーにあわせ、
市では以下のイベントを行います。
	と き	 9/23㈷9:00～12:00
	ところ	 保健所・保健センター
■犬・猫の家族さがし登録会
	時 間	 9:30～10:00（9:00から受け付

け）
	その他	 犬・猫の飼い方などの説明あり
■特別講演　動物はパートナー
	時 間	 10:00～10:30
	講 師	 齋藤富士雄（のんほいパーク

前園長）
■長寿動物優良飼育者表彰
	時 間	 10:30
[共通事項]
	その他	 詳細はホームページ参照
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 	 51264

りすぱ豊橋満10祭（歳）ありがとう
プレゼントキャンペーン

10月1日㈰～来年1月31日㈬に、りす
ぱ豊橋を利用しポイントを貯めると、抽
選で50人にQUOカード3,000円分を、
10月1日㈰に施設を利用した方（先着
300人）に記念品をプレゼントします。
詳細はホームページをご覧ください。
 問合せ	 健康増進課（☎39・9133）
	 	 51157

国民健康保険税 第3期分の
納期限は10月2日㈪です

お近くの金融機関、コンビニエンスス
トアなどで納付してください。納税には
手間のかからない口座振替の制度が
便利です。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 5742

二川宿本陣まつり 大名行列
お姫様役が決まりました

二川宿本陣まつり「大名行列」のお姫
様役は、審査の結果､雅姫役に大村実
来さん（豊橋市）、琴姫役に小林由佳理
さん（豊橋市）が選ばれました。2人は
11月5日㈰の「大名行列」などの行事に
参加予定です。
	問合せ	 二川宿本陣資料館（☎41・

8580）
	 	 51094

動物慰霊祭

	と き	 10/14㈯14:00～14:30（13:30
から受け付け。小雨決行）

	ところ	 斎場動物慰霊碑前
	対 象	 市内在住の方
	その他	 写真供養も実施。花以外のお

供えは不可。時間内は車の出
入り不可

 問合せ	 豊橋市獣医師会（☎26・5171）、
生活衛生課（☎39・9127）

	 	 51264

豊橋牛川西部土地区画整理組合の
宅地（保留地）12区画を公開抽選で販売します

	と き	 10/15㈰10:00
	ところ	 豊橋牛川西部土地区画整理組

合事務所
	その他	 詳細はお問い合わせください
	申込み	 9/29㈮までに申込書を組合事

務所※申込書はホームページ
などで配布

	問合せ	 組合事務所（☎55・4488）、区
画整理課（☎51・2672）

	 	 51136
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相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。
定員があるものや申し込みが必要なものがあります。詳細はお問い合わせください。

予 …	予約制
電 …	電話相談も可

相談内容 と き ところ 問合せ

暮
ら
し

住宅・建築相談 9/6～9/27の水曜日13:30～16:00 市役所東201会議室 住宅課	☎51・2604	 予

書類作成相談 9/8㈮13:00～16:00
安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

相続登記相談 9/11㈪、9/25㈪13:00～16:00

法律相談

9/28㈭13:00～16:00 牟呂地域福祉センター 豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

9/28㈭14:00～15:00 愛知県東三河県民相談室 愛知県東三河県民相談室
☎52・7337	 予

10/13㈮13:00～16:00 つつじが丘地域福祉セン
ター

豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

水曜日、第3金曜日13:00～16:00 安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

不動産相談 10/2㈪13:00～16:00 安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

相続と登記・法律面接相談 10/4㈬10：00～16：00 市役所東81会議室 愛知県司法書士会東三河総
合相談センター	☎54・5665

許認可手続相談 10/7㈯、10/8㈰10：00～16：00 愛知県行政書士会東三
支部事務局

愛知県行政書士会東三支部
☎53・1963

成年後見制度に関する相談 月～金曜日8:30～17:15 豊橋市成年後見支援セン
ター

豊橋市成年後見支援セン
ター	☎57・6800	 電

市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課 安全生活課	☎51・2300	 電

心配ごと相談 ①火・金曜日②水曜日③木曜日13:00～
16:00

①八町地域福祉センター
②つつじが丘地域福祉
センター③大清水地域福
祉センター

①八町地域福祉センター	☎
52・1341②つつじが丘地域
福祉センター	☎64・5611③	
大清水地域福祉センター	☎
25・6141

行政相談 第1～4木曜日13:00～15:00 安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 電

健
康

歯科健康相談 9/14㈭9:00～11:00

保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

生活習慣病予防の栄養相談 9/14㈭、9/28㈭9:00～16:00
禁煙相談 9/15㈮、9/28㈭9:30～11:00
思春期精神保健相談 9/27㈬13:30～15:30
精神保健福祉相談 10/11㈬13:30～15:30
こころの健康相談 10/12㈭、10/19㈭13:00～16:00

子
ど
も

不登校を考える親と教師の懇談会 9/22㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

小・中学生と保護者の心の相談 10/6㈮13:30～17:30 カリオンビル 教育会館相談室
☎33・2115	 予

女 
性

心の相談 9/13㈬、9/27㈬13:30～15:40
男女共同参画センター
「パルモ」

男女共同参画センター
☎33・2822	 予

法律相談 9/15㈮13:30～15:30 市民協働推進課
☎51・2188	 予再就職に向けた相談 10/11㈬9:30、10:30、11:30

悩みごと電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）9:00～15:00
—

女性相談室	☎33・3098

母子家庭電話相談 第2火曜日9:00～15:00 豊橋市母子福祉会
☎56・7100

安
全・安
心

消費生活相談
月～金曜日9:00～16:30 東三河消費生活総合セン

ター
東三河消費生活総合セン
ター	☎51・2305	 電

土・日曜日9:00～16:00 愛知県消費生活総合セン
ター

愛知県消費生活総合セン
ター	☎052・962・0999	 電

警察安全相談 月～金曜日9:00～17:00

—

警察本部相談コーナープッ
シュホン	☎#9110

DV電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）9:00～
15:00 DV相談室	☎33・9980

DV面接相談 火・木曜日9:30～15:30 DV相談室	☎33・9980	 予

そ
の
他

中小事業者向け金融相談 9/11㈪13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所
☎53・7211

農家（農事）相談 9/19㈫13:30	～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

結婚相談 10/11㈬18:00～21:00、10/28㈯13:30～
16:30

穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」

こども未来政策課
☎51・2325	 予

債務整理などの多重債務相談 月～金曜日9:00～16:30 東三河消費生活総合セン
ター

東三河消費生活総合セン
ター	☎51・2305	 電

罪を犯した人たちの立ち直り相談 月・水・金曜日13:30～16:00 豊橋市更生保護会館内
サポートセンター

豊橋保護区保護司会サポート
センター相談室	☎56・4431
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