
丸山薫賞受賞作は井川博年さんの
「夢去りぬ」に決まりました

郷土の詩人・丸山薫を称え、優れた現
代詩集に贈る丸山薫賞は、井川博年さ
ん（東京都）の「夢去りぬ」（思潮社）に
決まりました。
	問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
	 	 52231

個人事業税の第2期分の
納期限は11月30日㈭です

11月中旬に対象者あてに県から納付書
を送付しますので、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。
	問合せ	 東三河県税事務所課税第一課

（☎35・6127）

国民健康保険税　第5期分の
納期限は11月30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

介護保険者統合　住民説明会

	問合せ	 長寿介護課（☎51・2331）
	 	 51913
とき ところ

12/2㈯14:00 東部地区市民館飯村分館

12/3㈰14:00 大清水まなび交流館「ミナクル」

10月号　お詫びと訂正
31ページの「介護保険者統合　住民
説明会」の中で、11/9㈭、11/14㈫、
11/21㈫、11/28㈫、11/30㈭の時
間が「14:00」とあるのは、正しくは
「19:00」でした。
お詫びして訂正します。

11月10日㈮は「市民の日」
一日長体験を行います

11月10日㈮に、山本真由香さん（くす
のき特別支援学校）が一日市長、山﨑
惠さん（豊橋農業協同組合）が一日市
議会議長、前川圭子さん（㈲エニシン
グ）が一日商工会議所会頭、半田温子
さん（藤ノ花女子高等学校）が一日警
察署長、大村実来さん（豊橋歯科衛生
士専門学校）が一日駅長、西村風十さ
ん（桜丘高等学校）が一日郵便局長を
体験します。また、午後1時から公会堂
で愛市憲章実践者・フォト＆メッセージ
コンテスト表彰式を行います。
	問合せ	 豊橋市民愛市憲章推進協議

会（☎56・1128）、生涯学習課
（☎51・2846）

	 	 52191

一日市長　山本真由香さん	

豊橋みなとシティマラソン観戦と
交通規制のお知らせ

	と き	 11/12㈰9:50
	コース	 総合スポーツ公園－六条潟大

橋－神野西町方面（折り返し）
	その他	 招待選手としてチャーリーさ

ん（エフエム豊橋パーソナリ
ティー）が参加。9:30～12:30に
マラソンコース一帯の交通規
制を実施。公園利用の方も交
通規制にご協力ください

 問合せ	 豊橋みなとシティマラソン実行
委員会事務局（「スポーツのま
ち」づくり課内☎51・2864）

	 	 50430

平成30年成人式の参加確認調査を
実施しています

来年1月7日の成人式該当者で、各校区
社会教育委員会の参加確認調査を受
けておらず、参加を希望する場合は、12
月上旬までにお問い合わせください。
	問合せ	 生涯学習課（☎51・2849）
	 	 8972

男女共同参画標語・川柳の入賞者が
決まりました

■一般の部　最優秀賞
小田善作さん
■中学生の部　最優秀賞
大久保陽向さん

［共通事項］
	その他	 応募作品は11/1㈬に男女共同

参画センター「パルモ」で展示
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2188）
	 	 9414

宝くじの助成金でコミュニティ
推進備品を整備しました

（一財）自治総合センターが宝くじの社
会貢献広報事業として実施する助成金
を活用し、今年度は前芝・岩西校区に
コミュニティ推進備品を整備しました。
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2482）
	 	 52093

前芝校区に整備したテント
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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 ①11/8㈬②11/15㈬③11/22㈬④12/6㈬
13:30～16:00

①市役所東80会議室
②～④市役所東201会議
室

住宅課	☎51・2604	 予

書類作成相談 11/10㈮13:00～15:00 安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

調停相談 11/13㈪9:30～15:00 市役所講堂 名古屋家庭裁判所豊橋支部
☎52・3212

不動産相談 11/20㈪、12/4㈪13:00～16:00
安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

相続登記相談 11/27㈪、12/11㈪13:00～16:00

年金、労働・社会保険相談 12/3㈰10:00～16:00 イオン豊橋南店 愛知県社会保険労務士会三
河東支部	☎0533・86・0271

法律相談
12/8㈭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 11/9㈭、11/22㈬9:00～16:00

保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

歯科健康相談 11/16㈭9:00～11:00
思春期精神保健相談 11/22㈬13:30～15:30
こころの健康相談 12/7㈭、12/21㈭13:00～16:00
精神保健福祉相談 12/13㈬13:30～15:30

子
ど
も

虐待・子育て・若者の自立相談
11/4～11/25の土曜日9:30～17:00 こども未来館「ここにこ」 こども若者総合相談支援セ

ンター	☎54・7830

月～金曜日9:00～19:00、日曜日9:00～17:00 こども若者総合相談支援センター「ココエール」
こども若者総合相談支援セ
ンター	☎54・7830	 電

不登校を考える親と教師の懇談会 11/24㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

女 

性

DV、セクハラなど人権に関する相談 11/13㈪～11/17㈮8:30～19:00、11/18㈯、
11/19㈰10:00～17:00 — 女性の人権ホットライン

☎0570・070・810

心の相談 11/15㈬、11/22㈬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 11/17㈮13:30～15:30 男女共同参画センター
☎33・2822	 予

再就職に向けた相談 12/13㈬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

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 11/10㈮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 11/20㈪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 ①11/15㈬②11/17㈮③11/22㈬④11/24㈮
⑤11/29㈬13:30～15:30

①南稜地区市民館②東
部地区市民館③吉田方
地区市民館④牟呂地区
市民館⑤市民文化会館

豊橋商工会議所
	☎53・7211

結婚相談 12/10㈰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
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