
11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待について理解を深めましょう

■啓発イベント
　オレンジリボンデー
エコ実験パフォーマンス、タイムカプセ
ル工作などをします。
	と き	 11/3㈮10:00～15:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」ほか
	 	 52090
■講演会
	と き	 11/17㈮13:30～15:00
	ところ	 公会堂
	テーマ	 ｢なんでこんなにつらいの？」最新

科学で考える現代の子育て（仮）
	講 師	 明和政子さん（京都大学大学

院教授）
	定 員	 300人（申込順）
	申込み	 11/10㈮までに氏名、年齢、電

話番号を、こども若者総合相
談支援センター（☎51・2327
56・1705）

	 	 52091
［共通事項］
	問合せ	 こども若者総合相談支援セン

ター（☎51・2327）

消費税軽減税率制度等
説明会

制度の概要や制度対応に係る支援制
度などを説明します。
	と き	 ①10/18㈬②10/23㈪13:30～

15:00
	ところ	 豊橋税務署
	対 象	 事業者
	問合せ	 豊橋税務署（☎52・6201※個

人課税第一部門は内線2250、
法人課税第一部門は内線
2371）

	 	 51646

明るい選挙啓発ポスター入賞者
作品展

	と き	 10/26㈭～11/12㈰（水曜日を
除く）9:30～21:00

	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	問合せ	 選挙管理委員会（☎51・2960）
	 	 45457

平成28年度　特選　成瀬輝さん

11月11日㈯・12日㈰は
市役所を全館停電します

電気設備定期点検による全館停電に
伴い、市役所駐車場と展望ロビー・レス
トランは利用できません。なお、夜間・
休日窓口を利用する方は市役所市民
広場に駐車してください。
	問合せ	 資産経営課（☎51・2125）

※当日は夜間・休日窓口（☎
51・2421）

	 	 52113

公営児童クラブの加入申込書の
受付期間を変更します

平成30年度利用受付分から、公営児童
クラブの加入申込書の受付期間が11月
1日㈬～30日㈭となります（民営児童ク
ラブは各クラブによる）。受け入れにつ
いては、各クラブの状況により異なりま
す。詳細はホームページをご覧ください。
	申込み	 直接、各児童クラブ
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2856）
	 	 29534

川と海のクリーン大作戦

豊
とよがわ
川河川敷を清掃します。

	と き	 10/29㈰9:00（小雨決行。予備
日11/5㈰）

	ところ	 沖野地区、吉田大橋より上流
部の下地地区

	その他	 集合は豊川と朝倉川の合流部
付近（沖野地区）、解散は現地

 問合せ	 河川課（☎51・2535）
	 	 52158

男女共同参画標語・川柳を
展示します

10月の男女共同参画月間に合わせ、7～
8月に募集した標語・川柳の展示を行
います。
	と き	 10/2㈪～10/13㈮（土・日曜

日、祝日を除く）
	ところ	 市役所市民ギャラリー
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2188）
	 	 9414

コミュニティバス「しおかぜバス」は
10月21日㈯・22㈰に臨時運行します

ええじゃないか豊橋まつり開催日に合
わせ、コミュニティバス「しおかぜバス」
は、通常ダイヤのうち第3～12便を運
行します（第1・2便は運行なし）。詳細
はホームページをご覧ください。
	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 	 16235
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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 ①10/4㈬②10/11㈬③10/18㈬④11/1㈬
13:30～16:00

①市役所東201会議室
②市役所東80会議室
③④市役所東85会議室

住宅課	☎51・2604	 予

書類作成相談 10/13㈮13:00～15:00
安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予不動産相談 10/16㈪、11/6㈪13:00～16:00

相続登記相談 10/23㈪、11/13㈪13:00～16:00

法律相談

10/26㈭13:00～16:00 大清水地域福祉センター 豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

10/26㈭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

11/10㈮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

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

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

健
康

生活習慣病予防の栄養相談 10/12㈭、10/26㈭9:00～16:00
保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

こころの健康相談 11/16㈭、11/30㈭13:00～16:00

子
ど
も

しつけ・子育ての悩み相談
10/14㈯、10/21㈯、10/28㈯9:30～17:00 こども未来館「ここにこ」

家庭児童相談室
☎54・7830	 電月～金曜日10:00～16:00 こども若者総合相談支援

センター
不登校を考える親と教師の懇談会 10/27㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

小・中学生教育相談
11/10㈮13:30～17:30 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予月～土曜日9:00～21:00 教育会館
聞こえと言葉の乳幼児相談 月～金曜日9:00～17:00 豊橋聾学校 豊橋聾学校	☎45・2049

虐待・不登校・ひきこもり相談
月～金曜日9:00～19:00（10/10㈫までは
17:00まで）、日曜日（10/1、10/8を除く）
9:00～17:00

こども若者総合相談支援
センター

こども若者総合相談支援セ
ンター	☎51・2327	 電

女 

性

心の相談 10/11㈬、10/25㈬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

再就職に向けた相談 11/8㈬9:30、10:30、11:30 市民協働推進課
☎51・2188	 予

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

安
全・安
心

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

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

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 10/10㈫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 10/16㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

一日中小企業相談会 ①10/27㈮②11/2㈭③11/8㈬13:30～
15:30

①青陵地区市民館②アイ
プラザ豊橋③二川地区
市民館

豊橋商工会議所
	☎53・7211

多重債務相談　国保税滞納 10/29㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課	☎51・2289	 予

結婚相談 11/19㈰、11/25㈯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

人権相談 月～金曜日8:30～17:15 名古屋法務局豊橋支局 全国共通相談専用電話
☎0570・003・110

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
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