
アカウミガメの来る表浜海岸の
自然観察会

海岸観察やアカウミガメ調査をします。
	とき	 7/14㈯、7/21㈯5:00～7:00　
	対 象	 小学生以上（中学生以下は保

護者同伴）　
	定 員	 各50人（申込順）
	申込み	 6/1㈮～6/15㈮に希望日、代

表者の郵便番号・住所・氏名・
電話番号、参加者全員の氏
名・年齢を環境保全課（〒440-
8501住所不要☎51・2386	
56・5577	 kankyohozen@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 9075

神経系難病患者・家族のつどい
あゆみの会

①ストレッチなどのリラクゼーション、②
管理栄養士のお話と交流会を行います。
	とき	 ①6/15㈮②7/20㈮10:00～

11:30
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊

せきずい

髄小脳変性
症などの神経系難病の方と家族

	申込み	 ①は6/14㈭、②は7/19㈬まで
に健康増進課（☎39・9140）

	 	 6770

児童手当の現況届の
提出期限は7月2日㈪です

6月分以降も継続して児童手当を受け
るには、現況届の提出が必要です。6月
上旬に現況届を対象者宛てに送付し
ます。提出期限を過ぎても届かない方
は、お問い合わせください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・3161）
	 	 22755

アイプラザ豊橋 
カルチャークラブ

■フラワーアレンジメント講座
植物で凉もう！
	とき	 7/11㈬10:00～12:00
	講 師	 上村郁乃さん（DFAフローリス

ト資格認定協会東海支部）
	料 金	 4,300円
■歴史講座 今橋歴史塾
中世南北朝時代の歴史を中心に学び
ます。
	とき	 7～9月の第1・3火曜日（全6

回）10:00～11:30
	講 師	 今橋歴史塾ほか
	料 金	 3,000円
■日本画教室
日本画の技法・写生・描写について学
びます。
	とき	 7～9月第2・4土曜日（全6回）

①10:00～12:00②13:30～
15:30

	講 師	 榊原伸予さん（日本画家）
	料 金	 各9,300円
[共通事項]
	申込み	 随時、アイプラザ豊橋（☎46・

7181）

フラワーアレンジメント（作品例）

事業系ごみの適正処理セミナー

事業所から出るごみ処理について学
びます。
	とき	 7/6㈮14:00～15:30
	ところ	 公会堂
	対 象	 市内の事業者、市内在住の方
	講 師	 長岡文明さん（BUN環境課題

研修事務所）
	定 員	 600人（先着順）
	問合せ	 廃棄物対策課(☎51・2408)
	 	 56014

とよはし景観づくりワークショップ

豊橋の素敵な風景を考えます。
	とき	 7/14㈯､8/4㈯､8/25㈯（全3

回）10:00～12:00
	対 象	 市内在住・在学・在勤の18歳

以上の方
	定 員	 5人（抽選）
	その他	 場所など詳細はホームページ

参照
	申込み	 6/22㈮（必着）までに申込書

を都市計画課（〒440-8501
住所不要☎51・2616	 56・
5108	 toshikeikaku＠city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は
ホームページで配布

	 	 56097

高等学校エコカーレース
総合大会（エコハイ）

エコカーレースのほか、環境をテーマ
にしたイベントを開催します。
	とき	 6/24㈰11:00～15:30
	ところ	 ユタカ自動車学校
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2435）
	 	 57178
■エコドライブ講習会体得！

地球とお財布に優しい運転
エコ運転術を座学で学びます。
	時 間	 13:00～13:40　
	講 師	 JAF愛知支部職員　
	問合せ	 環境保全課（☎51・2388）
	 	 9070
■燃料電池自動車試乗会
トヨタ	M

ミ ラ イ

IRAIに試乗、ホンダ	クラリティ
に同乗試乗できます。
	問合せ	 温暖化対策推進室（☎51・

2419）
	 	 57187
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平成30年度民営児童クラブ
利用料を助成します

	対 象	 次のいずれかに該当する方①
生活保護世帯②市民税非課税
かつ母子父子世帯③兄弟姉妹
で児童クラブを利用している
世帯　

	申込み	 6/15㈮～6/29㈮に申込書を、
こども家庭課※申込書は、こど
も家庭課、各民営児童クラブ
で配布

	問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭
課（☎51・2856）

	 	 29534

母子父子家庭等医療費の受給には
更新手続きが必要です

8月1日㈬以降も継続して母子父子家
庭等医療費の助成を受けるには、6月
29日㈮までに更新手続きが必要です。
6月中旬に更新申請書を受給者宛てに
送付します。	6月23日㈯を過ぎても届
かない方は、お問い合わせください。
新規受給申し込みについてはホーム
ページでご確認ください。
 申込み	 こども家庭課（☎51・2335）
	 	 22789

介護の仕事復帰支援プログラム

研修と現場実習で仕事復帰を支援し
ます。
	とき	 6/28㈭、6/29㈮13:30～15:30
	ところ	 あいトピア　
	その他	 再就職準備金（上限40万円）

を利用できる場合あり
	申込み	 6/22㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

民有地の緑化に助成をします

	対 象	 市街化区域内において緑化
面積80㎡以上で、来年3/15㈮
までに完了する着手前の緑化
工事

 補助額	 緑化工事費の2分の1以内（上
限200万円）

	その他	 予算額に達した時点で受付終
了。申請前に緑化工事に着手
すると助成不可。事前に要相
談。手続きには3週間程度必要

	問合せ	 公園緑地課（☎51・2654）
	 	 15773

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、講師から
アドバイスを受けます。
	とき	 6/28㈭13:00～15:30
	ところ	 つつじが丘地域福祉センター
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加

の方
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 6/21㈭までに住所、氏名、電話

番号を豊橋市東部地域包括支
援センター（☎64・6666）

	 	 24204

平成31年度進学者に
豊橋市未来応援奨学金を支給します

	期 間	 認定から修学期間終了まで
	対 象	 平成30年度に市内高等学校、

高等専修学校を卒業し大学な
どへ進学予定で、保護者が市
内在住かつ経済的な理由によ
り修学が困難な学生

	定 員	 市内の高等学校、高等専修学
校からの推薦により各1人

 支給額	 1か月25,000円　
	申込み	 6/29㈮までに申請書を各学

校※申請書は教育政策課（☎
51・2819）、各学校、ホームペー
ジで配布

	 	 55538

機能訓練事業
水泳による訓練 

水中で身体を動かし、機能の保持を図
ります。
	とき	 7/6～8/10の金曜日（全6回）

18:00～19:00　
	ところ	 アクアリーナ豊橋
	対 象	 市内在住の身体障害者・療

育・精神保健福祉手帳所持者
と家族、介護者※家族、介護者
も入水

	講 師	 壁谷田恵子さん（水泳インスト
ラクター）

	定 員	 10組（申込順）
	申込み	 6/1㈮から、さくらピア（☎	53・

3153	 53・3200）
	 	 32402

神経系難病患者・家族のつどい

講演会、交流会、個別医療相談を行い
ます。
	とき	 7/13㈮13:30～16:00　
	ところ	 保健所・保健センター　
	対 象	 脊髄小脳変性症や多系統萎

縮症の患者と家族など
	講 師	 岩井克也（市民病院神経内科

部長）
	定 員	 個別医療相談のみ5人（申込順）
	申込み	 7/6㈮までに健康増進課（☎

39・9140）
	 	 6770

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を
します。
	とき	 6/14㈭、7/12㈭13:30～15:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族
	申込み	 随時、健康増進課（☎39・9145）
	 	 6779
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