
動物慰霊祭

	とき	 10/14㈰14:00～14:30（13:30
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

車の利用を考えよう
カーフリーデー2018

買い物などで外出するときには自転車
や公共交通機関を利用したり、自家用
車を使わない日を作って自家用車の
ない生活を実感したりするなど、地球
環境や自動車に依存しない社会につ
いて考えてみましょう。市では、9月23
日㈷に広小路一・二丁目でバスやタク
シーの乗車体験などを通じて乗り物に
ついて考えるイベントを行います。
	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 		 60012

国民健康保険税 第3期分の
納期限は10月1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

とよはしオリジナル婚姻届＆
記念台紙を販売します

提出用と保存用の2枚複写の婚姻届と
記念台紙のセットを販売します。
	とき	 9/13㈭から
	ところ	 市民課
	定 員	 1,000人（先着順）
	料 金	 1,000円
	その他	 市役所西館1階に記念撮影

コーナーを設置
	問合せ	 市民課（☎51・2276）
	 		 57769

平成30年度郷土文芸作品特選者が
決まりました

■現代詩特選
坂田実さん、中村イサトさん
■短歌特選
朝岡みゆきさん、松下正子さん、森田ち
え子さん
■俳句特選
神藤美智子さん、福井ふさゑさん、村田
まさこさん
■川柳特選
安藤義昭さん、岡田コスエさん、後藤
幸正さん、竹本カヲルさん
[共通事項]
その他	 10/1㈪から郷土文芸作品集を

ホームページで閲覧できるほ
か、市役所じょうほうひろばな
どで200円で販売

	問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）

	 		 51505

詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋市民お月見会
川柳・俳句・短歌作品

月をテーマにした川柳・俳句・短歌を
募集します。
	対 象	 小学生以上
	その他	 9/24㉁17:00～20:00に三の

丸会館で開催の「豊橋市民お
月見会」でも投稿可

 申込み	 9/30㈰（必着）までに所定の投
稿票で三の丸会館設置の投稿
箱に投稿、または、はがきで三
の丸会館（〒440-0801今橋町
3-1☎56・6022）※投稿票は三
の丸会館、穂の国とよはし芸術
劇場などで配布

市立看護専門学校学生

①看護第1科
	試 験	 来年2/6㈬に学科、2/7㈭に面接
②看護第2科
	試 験	 来年1/30㈬に学科、1/31㈭に面接

［共通事項］
	定 員	 各40人
	受験料	 各10,000円
	その他	 出願書類の請求など詳細はお

問い合わせください
	申込み	 ①は来年1/4㈮～1/23㈬、②は

1/4㈮～1/16㈬（各必着）に必
要書類を看護専門学校（☎33・
7891）

	 		 8841

市税コールセンター 非常勤嘱託員

 任期	 10/1㈪～来年9/30㈪（週27時
間程度）

	報酬	 月額193,600円
	試験	 小論文、面接、適性検査
	その他	 募集要綱は納税課、ホーム

ページほかで配布
 申込み	 9/14㈮までに直接または郵送

で必要書類を納税課（〒440-
8501住所不要☎51・2234）

	 		 34573
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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 ①9/5㈬②9/12㈬③9/19㈬④9/26㈬
13:30～16:00

①市役所東201会議室
②③市役所東80会議室
④市役所東84会議室

住宅課	☎51・2604	 予

相続登記相談 9/10㈪13:00～16:00
安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

※2週間前から受け付け契約書・遺言書など書類作成相談 9/14㈮、10/12㈮13:00～15:00

法律相談

9/27㈭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

9/27㈭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

10/12㈮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

10/13㈯12:00～14:00 豊橋商工会議所 愛知県弁護士会東三河支部
☎52・5946	 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

※2週間前から受け付け

不動産相談 10/1㈪13:00～16:00 安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予

※2週間前から受け付け

相続と登記・法律面接相談 10/5㈮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

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

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 9/13㈭、9/27㈭9:00～16:00

保健所・保健センター

健康増進課	☎39・9140	 予

歯科健康相談 9/13㈭9:00～11:00 健康増進課	☎39・9136	 予

こころの健康相談 10/4㈭、10/18㈭13:00～16:00
健康増進課	☎39・9145	 予

精神保健福祉相談 10/10㈬13:30～15:30
禁煙相談 10/11㈭、10/15㈪9:30～11:00 健康増進課	☎39・9140	

子
ど
も

小・中学生教育相談 月～土曜日9:00～19:00 教育会館 教育会館相談室	
☎33・2115	 予

虐待・子育て・若者の自立相談 月～金曜日9:00～19:00、土・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

女 
性

法律相談 9/21㈮13:30～15:30
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	 予悩みごと面接相談 9/28㈮13:30～15:40

再就職に向けた相談 10/10㈬9:30、10:30、11:30 ㈱エイジェック	
☎052・589・8751	 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

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 9/10㈪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 9/18㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950
多重債務相談 国保税滞納 10/14㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課	☎51・2289	 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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