
音楽まつり 音楽の花
地域の花・未来の花・世界の花

和太鼓・吹奏楽の生演奏、キッズダンス
を楽しめます。
	とき	 11/10㈯12:30
	ところ	 浜道地区体育館
	問合せ	 豊橋市体育協会（☎63・3031）
	 		 60923

交通児童館あきまつり2018
おばけの館

お化けを題材にした展示や工作などを
楽しめます。
	とき	 10/28㈰9:30～16:30
	対 象	 どなたでも（未就学児は保護

者同伴）
	問合せ	 交通児童館（☎61・5818）

ひゅるるんおばけちゃん

豊橋イノベーションガーデン
テクノフェスタ

3DプリンタやVR（仮想現実）、プログラ
ミングなどが体験できます。
	とき	 10/27㈯10:00～17:00
	ところ	 豊橋サイエンスコア
	問合せ	 ㈱サイエンス・クリエイト（☎44・

1111）、産業政策課（☎51・2436）
	 		 60927

市民病院リウマチ講演会
および療養相談

関節リウマチの講義や特別講演など
を行います。
	とき	 10/19㈮13:00～16:20
	講 師	 服部陽介さん（（独）国立病院機

構名古屋医療センター）
	問合せ	 市民病院リウマチ科（☎33・

6111）

まちなかピクニック

飲食や雑貨を販売するほか小物作り
などが楽しめます。
	とき	 10/14㈰11:00～15:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 61067

地域で活躍！
レクリエーションリーダー講座

高齢者向けのレクリエーション活動を
座学と実技で学びます。
	とき	 11/15～12/20の木曜日（全6

回）13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	対 象	 ボランティアとして平日の日中

に活動できる方
	講 師	 阿部弘子さん（レクリエーショ

ンコーディネーター）ほか
	定 員	 20人（申込順）
	その他	 受講後、当協議会の介護予防

事業に参加が必要
	申込み	 11/7㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

講演会 児童虐待防止ではなく、
子ども家庭支援を広げよう

	とき	 11/13㈫13:30～15:00
	ところ	 公会堂
	講 師	 辻由紀子さん（大阪府子ども

家庭サポーター）
	定 員	 300人（申込順）
	申込み	 10/1㈪から氏名、年齢、電話番

号を、こども若者総合相談支
援センター（☎51・2327	 21・
9088）

	 		 60976

竹とんぼを作ってみよう

	とき	 10/27㈯9:30～11:30
	ところ	 牟呂高齢者活動センター
	対 象	 市内在住の小学生と保護者
	定 員	 10組（申込順）
	料 金	 500円
	申込み	 10/15㈪までに（公社）豊橋市

シルバー人材センター（☎48・
3301）

	 		 6423

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	 10/28㈰9:00（小雨決行。予備

日11/4㈰）
	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、解散は現地　
	問合せ	 河川課（☎51・2535）
	 		 61339
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三遠南信サミット2018 in 東三河
三遠南信流域都市圏の創生

パネルディスカッションやパネル展な
どを行います。
	とき	 10/29㈪13:15～18:25
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」ほか　
	問合せ	 三遠南信地域連携ビジョン推

進会議「SENA」事務局（浜松市
企画課内☎053・457・2242）、
政策企画課（☎51・3152）

	 		 33330

母子父子寡婦福祉資金の
貸し付けを行っています

母子家庭・父子家庭、寡婦に福祉資金
の貸し付けを行っています。児童の大
学、高校の授業料などに充てる修学資
金、児童が就学するために必要な入学
金や被服代などに充てる就学支度資
金、母・父または児童が就職のため必
要な知識技能の習得費用に充てる資
金など12種類あります。なお、原則、連
帯保証人が必要で、審査があります。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 		 22792

骨・関節系難病患者・家族のつどい
靭帯骨化症ってどんな病気？

講演会、交流会、個別医療相談を行います。
	とき	 11/15㈭13:30～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 骨・関節系難病の患者と家族など
	講 師	 吉原永武（市民病院脊椎外科

部長）
	定 員	 5人（申込順）
	申込み	 11/8㈭までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 6770

森林所有者の除間伐に
補助金を交付します

	対 象	 市内にスギ・ヒノキの人工林を
所有し、平成30年度中に除間
伐を行う市内在住の方

	補助額	 10アールあたり10,000円
	その他	 1施行地10アール以上（台帳

面積による）の森林で除間伐
率10％以上の条件あり

	問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 		 44711

ブロック塀などの撤去費を
補助します

	対 象 	 道路に面する高さ1m以上の塀
を所有・管理する方

	補助額	 上限10万円
	その他	 補助額の算定方法など詳細は

ホームページ参照
	申込み	 随時、直接、建築指導課（☎

51・2588）
	 		 61274

詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋市民展作品

日本画・洋画・彫刻・デザイン・写真・書
道作品を募集します。
	対 象	 東三河在住・在学・在勤で15

歳以上の方（中学生を除く）
	その他	 募集要綱は美術博物館で配布
	問合せ	 美術博物館（☎51・2882）

豊橋男女共生フェスティバル
キッズ＆クラフトフリマ出店者

育児・子ども用品、手作り品を販売します。
	とき	 12/16㈰10:30～13:00
	ところ	 ライフポートとよはし
	定 員	 10人（申込順）
	出店料	 無料
	申込み	 10/31㈬までに男女共同参画

センター（☎33・2822）
	 		 60669

こども未来館 
子育てプラザアルバイト

親子の見守り、来館者の受け付けなど
を行います。
	対 象	 土・日曜日、祝日に勤務が可能

な方
	定 員	 若干名
	給 与	 時給890円
	その他	 期間は応相談。勤務は1日6時

間、月8日程度　
	申込み	 随時、直接または郵送で市販

の履歴書を、こども未来館子育
てプラザ（〒440-0897松葉町
3-1☎21・5528）

中消防署54mはしご車の愛称

	対 象	 市内在住・在学・在勤の方　
	申込み	 10/31㈬（必着）までに直接ま

たは郵送で申込書を消防救急
課	（〒440-0874東松山町23
☎51・3101)	※申込書は市役
所じょうほうひろば、中消防署、
ホームページほかで配布

	 		 60851

子育て支援 とよはしファミリー・
サポート・センター会員

①援助会員（援助を行いたい方）が、
②依頼会員（子育ての援助を受けたい
方）の育児を支援します。
	対 象	 ①市内在住で保育所などの送

迎や自宅で子どもの預かりが
できる方②市内在住・在学・在
勤の方

	その他	 登録後、11/10㈯13:00～16:30
に、あいトピアで講習あり（予
約制）。②は活動終了時に①へ
報酬の支払いあり（多子世帯、
ひとり親世帯などは補助あり）

	申込み	 随時、とよはしファミリー・サ
ポート・センター（☎56・7500）

	 		 29487

27 広報とよはし 平成30年10月


