パブリックコメント
みなさんの意見を募集します

月 日㈭〜 月 日㈯ 内容 今年成人式を

はたちの献血キャンペーンを
実施しています
とき

のキャンペーンです︒
﹁はたち﹂の記念に︑４００ 献血︑

願いし︑不足しがちな冬場の血液確保を増進するため

迎えるみなさんを中心に献血へのご理解とご協力をお

2

・２３５５︶

橋赤十字血液センター
︵☎ ・１３３１︶
︑福祉保健課
︵☎

成分献血にぜひ協力してください 問合先 愛知県豊

ml

寄せられた意見や︑それに対する市の考え方は︑市のホームページなどで後日公表します︒
※個々の意見に直接回答することはありません

問合先 高齢福祉課︵☎ ・２３３０︶

28

１１０番のお願い

問合先 豊橋警察署
︵☎ ・０１１０︶

︶
jp※様式は自由ですが︑メールの場合はテ
キスト形式で提出してください

32

豊橋市高齢者福祉・
介護保険事業計画
︵中間まとめ︶
老人福祉法及び介護保険法に基づき︑高齢者

・

︶ 意見提出 期
umu/gyousei/pubcome/
間内に意見︑住所︑氏名
︵法人・団体の場合
８５０１住所不要

1

緊急時あなたを守る１１０番

koreifukushi@city.toyohashi.lg.

56
問合先 障害福祉課︵☎ ・２３４７︶

５１３４

ー

全般にわたる総合的な計画として策定するも

オンビル︑各老人福祉センター︑ホームペー
ジ
︵ http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu̲so

高齢福祉課︵〒

は所在地︑名称︑代表者氏名︶
︑電話番号を
月 日㈫〜 月 日㈬ 閲覧

所じょうほうひろば︵東館地下 階︶
︑カリ

1

1

440

のです︒

募集期間
4

場所 市役所高齢福祉課︵東館 階︶
︑市役

2

市役所安全生活課
︵☎ ・２３０３︶

した﹂
︑
﹁ひき逃げを目撃した﹂
︑
﹁夜間︑見かけない人が

１１０番は緊急通報のための専用電話です︒例えば︑﹁今
︶ 意見提出 期間内に
gyousei/pubcome/
意見︑ 住所︑ 氏名︵法人・団体の場合は所

式で提出してください

︶※ 様 式
shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp
は自由ですが︑メールの場合はテキスト形

56

５３・９１１０︶
︑または豊橋警察署︒

︵プッシュホン＃９１１０︑ダイヤル回線☎０５２・９

緊急性のない困りごと相談などは︑警察相談専用電話

︵プッシュホン︶
相談は安心ダイヤル♯９１１０

なたの素早い通報が犯人検挙につながるのです︒

ひったくりにあってしまった﹂
︑﹁泥棒が逃げるのを目撃

き︑障害のある人の福祉に関する施策︑障

車を懐中電灯で照らしている﹂などの緊急時には迷わず

所じょうほうひろば︵東館地下 階︶
︑カリ

・５１３４

在地︑名称︑代表者氏名︶
︑連絡先︵電話番

2

オンビル︑さくらピア︑ホームページ
︵ http://

８５０１住所不要

害の予防に関する施策及び障害福祉サービ

6

www.city.toyohashi.aichi.jp/bu̲soumu/

ー

１１０番をしてください︒１１０番は早さが勝負︒あ
月 日㈫〜 月 日㈬ 閲覧

号︑メールアドレスなど︶を障害福祉課︵
︵〒

募集期間

1

場所 市役所障害福祉課︵東館 階︶
︑市役

4

1

1

440

スの必要量・確保策を策定するものです︒

豊橋市障害者福祉計画等
︵中間まとめ︶

51

6

1

パブリックコメント

障害者基本法及び障害者自立支援法に基づ

54

51

51

1

51

ご意見を
募集しています

4

広報とよはし 平成 21 年 1月1日

催し情報・楽しむ 情報ひろば

二川宿本陣まつり
じんじつ
春の七草展 人日の節句

ワークショップ
小型ロボットを動かそう

がゆ

七草粥を食べる日として知られている

とき：1 月25 日㈰午前 10 時～午後 4 時

正月七日は、「人日の節句」にあたりま

ところ：視聴覚教育センター（大岩町字

す。江戸時代のころから七草粥を食べ

火打坂） 対象：小学 4 年生以上（保護

て、邪気を払う行事として、広く行われ

者同伴可） 内容：サイエンス・ボラ

るようになりました。

ンティアの指導で動作プログラムを作

内容など：下表 ところ：二川宿本陣資

り、小型ロボット（タンサボーグ）を動

料館（二川町字中町） 入館料：一般

かします 定員：12 人（申込順） 参加

400 円、小・中・高校生 100 円 問合先：

料：無料

二川宿本陣資料館（☎ 41・8580）

し込み：1月6日午前9時から地下資源館

■二川宿本陣まつり
春の七草展 人日の節句
内容

楽しむ

（☎ 41・2833）

上映会 ふるさとをください

とき

七草と凧の 1 月 4 日㈰正午～ 12 日㈷
（5 日は休館）
展示
盆栽の展示

催し情報

持ち物：筆記用具、昼食 申

1 月 4 日㈰正午～ 9 日㈮
午後 3 時（5 日は休館）

愛知県職業訓練展

とき：1月7日㈬午後7時 ところ：市民文

とき：1月24日㈯・25日㈰午前 10 時～

化会館
（向山大池町） 内容：障害者が共

午後4時（25日は午後2時まで） ところ：

に働くことで暮らしやすい地域づくりを目

職業訓練センター（前田南町）
、前田南

指す共同作業所の人々と、地域で暮ら

地区体育館（前田南町） 内容：犬小屋、

す人々を主人公にした心温まる物語 定

和風縁台などの展示販売、すのこ製作

員：500 人（整理券必要） 参加料：無料

体験ほか 問合先：豊橋高等技術専門

整理券の配布：さざなみ憩いの家（花

校（☎ 55・0519）
、工業勤労課（☎ 51・

田二番町）
、市役所障害福祉課（東館 1

2437）

階） 問合先：さざなみ憩いの家（☎33・
5606）
、障害福祉課
（☎51・2312）
春の七草展のようす

8

9

遠州地区

■おいしい舞阪まるごと体験フェア

月 日㈰午前 時～午後

2

舞阪自慢の冬の味覚をあじわう
おいしい舞阪まるごと体験フェア

今回で７回目を迎える毎年恒例の

とき

時 ところ 浜名湖ガーデンパ

ーク（浜松市西区村櫛町） その他

舞阪駅から会場へのシャトルバ

スが随時あり 問合先 舞阪地域

3

冬のイベント。この時期の旬の味

覚であるカキやノリを中心に、漁

師町舞阪ならではの海の幸が集ま

ります。海産物以外にも野菜や練

り 製 品、 和 菓 子 な ど 地 元 自 慢 の

３・５９２・２１１１）

5

特産品が盛りだくさんです。また、 自治センター地域振興課（☎０５

今回は「西区まつり」と同時開催の

ため、浜松市西区全域から特産品

が勢ぞろいします。

会場には、 スッポンスープやカキ

入りごはんの試食、ノリすきや貝

殻ペインティングの体験、 カキむ

きの実演など多彩なコーナーが充

実しています。そのほかにもフワ

フワやゴーカートなどの遊具コー

ナーもあり、親子でも楽しめます。

タイトルどおり舞阪のおいしさを

一日中楽しめる「おいしい舞阪まる

ごと体験フェア」にぜひお越しくだ

さい。

カキむき体験のようす

JR

●

浜松市

