主な対象

どなたでも
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男性

子ども

障害者

事業

育児

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。

とき：5月8日㈭午前 10 時、午後 4 時（各

豊橋祇園祭打ち上げ花火の
入場整理券（有料）を抽選で販売します

約60分） ところ：ライフポートとよはし中

今年の祇園祭は 7 月18日㈮～ 20日㈰

防および合併症予防を呼びかけるもので、

ホール（神野ふ頭町） 対象：平成27年4

に開催予定です。19日㈯の打ち上げ花

10～20文字程度の自作・未発表のもの

月開校（予定）の、知的障害児を対象とし

火の入場整理券を販売します。

賞：優秀者（1作品）に「とよはし名産品」を

た「くすのき特別支援学校」への入学を考

申し込み：5月20日（消印有効）までに返

進呈※優秀者には直接連絡。また、8月に

えている幼児や小・中学生の保護者、教

信先明記の往復はがき（1 枚で 2 人分の

ホームページ（http://www.city.toyohashi.

員、療育関係者など 内容：くすのき特

入場整理券）で住所、氏名、年齢、電話

lg.jp/2762.htm）でも発表 その他：応募作

別支援学校の概要、開校に向けて行う教

番号を豊橋祇園祭奉賛会入場整理券係

品は返却しません。応募点数の制限はあ

育相談の日程などの説明 申し込み：5月

（〒440-0891 関屋町 2 吉田神社内） 発

7日までに所属園・学校・療育機関など

表：当選はがきの発送をもって発表とし

啓発グッズなどに掲載するほか、健康づく

※4月30日締切分に申し込み済みの方は不

ます

参加料：1,000 円（2 人分） 入場

り事業で広く活用します 応募方法：6月

要 問い合わせ：教育政策課
（☎51・2819）

整理券の受け渡し：当選はがきに記載さ

30日（消印有効）までに「糖尿病スローガ

れている配布日時に奉賛会事務所にて、

ン応募」と記載した作品、住所、氏名、ペ

当選はがきと参加料を2人分の入場整理

ンネーム、年齢、電話番号を健康増進

白血病などの血液の病気により骨髄移

券に引き換えます。19日午後 6 時 30 分

課（〒441-8539 住 所 不 要

植や末梢血幹細胞移植を必要とする方

までに入場できないときは入場をお断り

kenkouzoushin@city.toyohashi.lg.jp） 問

のために、骨髄ドナー登録へご協力く

する場合があります 問い合わせ：豊橋

い合わせ：健康増進課
（☎39・9145）

相

ださい（献血も同日実施）
。

祇園祭奉賛会（☎53・5528）
、豊橋観光

とき：5 月 14 日㈬午前 10 時～ 11 時 30

コンベンション協会（☎ 54・1484）
、市

分、午後 1 時～ 3 時 30 分（献血は午前

役所観光振興課
（☎51・2430）
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談

くすのき特別支援学校説明会

高齢者

りません。優秀作品はチラシやポスター、

毎年 2 ～ 5月にかけて、カラスの巣作り

提供について十分理解している方（健

がピークとなります。カラスは、巣作り

康状態により登録できない場合があり

に金属製ハンガーなどを使うことがあり、

ます） その他：骨髄バンク・ドナー登

電柱の上に巣を作ると、漏電や短絡で、

録についての詳細は（公財）日本骨髄バ

広範囲な停電を発生させる恐れがあり

ンクホームページ（http://www.jmdp.

ます（平成 25 年に豊橋で確認された電

ろうでん

さじき

桟敷席から見た打ち上げ花火

電力では、パトロールを強化して、カ
ラスの巣作りの発見と停電防止措置に

王ヶ崎町字北欠が土砂災害警戒区域等に指定されました
3月18日㈫、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域として新たに王ヶ崎町字北
欠が指定されました。この土砂災害警戒区域等では、がけ崩れや土石流などの災
害が発生するおそれがあるため、今後、土砂災害ハザードマップの作成など災害
時の避難体制が整備されます。
資料の縦覧など：東三河建設事務所維持管理課（今橋町☎52・1332）
、市役所河川課（東
館6階☎51・2536）
、マップあいち・土砂災害情報マップ（ http://maps.pref.aichi.jp/)
■土砂災害警戒区域等
指定区域

土砂災害警戒区域数（うち土砂災害特別警戒区域数※）

王ヶ崎町字北欠

1（1）か所

市内全域

36（33）か所（今回指定分含む）

※土砂災害警戒区域内で、特に危険な区域として指定された土砂災害特別警戒区域では、
建築物の構造規制や特定の開発行為の制限などが行われます

努めていますが、市民のみなさんも次
のとおりご協力をお願いします。
■停電防止のためのお願い
◦金属製ハンガー・針金などを、みだ
りに放置しないようお願いします
◦電柱の上にカラスの巣を発見したら、
中部電力㈱豊橋営業所まで連絡して
ください。現場の状況を確認し、停
電を防止する措置（巣の撤去、金属
類の除去など）
を実施します
問い合わせ：中部電力㈱豊橋営業所（
0120・985・633）
、市役所環境保全課
（☎ 51・2385）
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柱の上での巣作りは 350 か所）
。中部

問い合わせ：健康政策課

（☎ 39・9111）

ショート

集

上 54 歳以下で骨髄・末梢血幹細胞の

募

橋駅前） ドナー登録できる方：18 歳以

or.jp/）参照

援

38・0770

カラスの巣作りによる
停電防止にご協力ください

豊橋駅南口駅前広場（豊鉄渥美線新豊

支

10 時～正午、午後 1 時～ 4 時） ところ：

応募資格：市内在住の方 作品：糖尿病予

楽しむ・学ぶ

骨髄ドナー登録会を行います

糖尿病の標語
（スローガン）

水防訓練を実施します
市をはじめ、防災機関や市民が協力し、
はん

農業用機械・ヒートポンプ銅線の
盗難にご注意ください

6月2日㈪は、自動車税の納期限です
忘れずに納税しましょう

集中豪雨や台風による洪水、河川の氾

市内では最近、トラクターなどの農機

平成26年4月1日現在の自動車所有者に、

濫などを想定した訓練を実施します。

具や、温室に設置されたヒートポンプ

5月上旬に県から納税通知書を送付しま

とき：5月17日㈯午前8時40分 ところ：

用の室外機と配線（銅線・電線）の盗難

すので、お近くの県税事務所、金融機関、

大村町の豊川河川敷（豊橋創造大学対

が多発しています。盗難に遭うと直接

コンビニエンスストアなどで収めてくだ

岸） 問い合わせ：防災危機管理課（☎

的な損害だけでなく、営農活動が停止

さい。なお、転居などで納税通知書が

51・3126）

するなどの大きな影響を被ることになり

届かない場合は、管轄の県税事務所へ

ます。次のような盗難防止策に取り組

ご連絡ください。また、軽自動車税の納

み、被害を未然に防ぎましょう。

税通知書は 5月中旬に市役所資産税課

◦農機具の野外放置は絶対にやめましょう

から送付します。

◦農機具を保管する倉庫や温室は、必

問い合わせ：自動車税／東三河県税事務

らん

楽しむ・学ぶ
支

ず施錠しましょう

援

◦防犯カメラやセンサーライト、ハン
ドルロックなどの防犯機器を取り付
昨年の水防訓練のようす

けるようにしましょう
◦不審な人物や車両を発見したら、特

所自動車税グループ（☎35・6130）
、軽自
動車税／市役所資産税課（☎51・2210）

水道メーターの取替に
ご協力ください

相
談

平成26年度
自治連合会役員が決まりました

徴や車両番号をメモしておきましょう

とき：5 ～ 12月 対象：上下水道局が設

◦定期的な見回りを行うとともに、近

置している水道メーターで、計量法に

会長：鈴木佳和（牛川） 副会長：三井新

隣の方にも盗難防止について協力を

基づく取替時期が近づいたもの 費用：

太郎（八町）
、坂神信吉（吉田方）
、太田

お願いしましょう

無料 その他：取替月の前月末に対象

募

昌利（福岡） 会計：笹野壽（津田） 監

問い合わせ：市役所農業支援課（☎ 51・

者あてに、はがきで通知します。取替は、

事：植村幸司（飯村）
、徳島結城（富士見）

2476）
、JA 豊 橋 営 農 指 導 課（ ☎ 25・

上下水道局が委託した、身分証と腕章

常任理事：伊藤兵衛（豊）
、植村和夫（東

3552）
、豊橋温室園芸農業協同組合（☎

携帯の指定給水装置工事事業者が行い

田）
、小林てる子（松葉）
、佐藤庄一（花田）
、

31・6371）

ます（一般家庭の場合、10 分程度） 問

間瀬木理（下地）
、伊奈史年（栄）
、小林

ゴミゼロ

い合わせ：給排水課
（☎ 51・2722）

（二川南）
、白川洋（杉山） 理事：青木

春の530運動実践活動を
実施します

哲夫（岩田）
、大羽和雄（旭）
、宮下孫太

530 運動環境協議会では、「自分のゴミ

平成26年度豊橋市消防団役員が
決まりました

朗（松山）
、金子俊己（新川）
、長阪保（向

は自分で持ちかえりましょう」を合言葉

団長：松下直弘 副団長：太田博之（第

山）
、天野明彦（羽根井）
、小林勝儀（大

に、みなさんの参加による美しいまち

一方面隊長）
、松本佳宣（第二方面隊

村）
、小林一男（牟呂）
、山本文夫（汐田）
、

づくりを進めています。

長）
、松井良充（第三方面隊長）
、石田

永田千秋（高師）
、大竹義和（芦原）
、鈴

とき：5月24日㈯～ 6月2日㈪ 内容：5

直也（第四方面隊長）
、髙栁靖（第五

木清博（中野）
、大羽勝一（大崎）
、浦川

月30日㈮（ゴミゼロの日）を含む 10日

方面隊長）
、大森行裕（第六方面隊長）
、

洋一（植田）
、大浦純造（野依）
、伊藤徹雄

間に市内一斉の清掃活動を実施します。

大久保智弘（第七方面隊長）
、林和久（第

各個人、町自治会、団体、事業所など

八方面隊長）※敬称略 問い合わせ：消

条）
、川本恭久（多米）
、近藤広一（岩西）
、

で行ってください その他：事前に計画

防本部総務課（☎ 51・3111）

夏目智弘（つつじが丘）
、五箇野進（天伯）
、

書を提出した場合は、ごみ袋を進呈し

小野田敏夫（幸）
、森田正春（前芝）
、山

ます※計画書は市役所環境政策課（西

本隼彦（石巻）
、阿部幸則（西郷）
、鈴木

館 5 階）で 配 布

典孝（玉川）
、坂田正俊（賀茂）
、森光正和

動環境協議会事務局（環境政策課内☎

弘幸（磯辺）
、中山信廣（嵩山）
、山本和男

集
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（大清水）
、原基修（鷹丘）
、伊藤慶三（下

（二川）
、鈴木康弘（谷川）
、中鉢栄吉（小

問 い 合わせ：530 運

51・2414）

沢）
、村田拓郎（細谷）
、神藤彰茂（高豊）
、
彦坂和利（老津）※敬称略。
（ ）は校区
名 問い合わせ：市民協働推進課（☎51・
2482）
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松下直弘さん

