主な対象

どなたでも
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男性

暮らし情報
支援・医療

子ども

高齢者

障害者

事業

ふれあい料理講習会

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。

商家
「駒屋」各種イベント
かぶと

のおおむね第2火曜日／あいトピア（前

とき：4月15日㈮午後1時～4時 内容：

畑町）②5月12日～来年3月15日のおお

ちりめん布などで兜を作ります 定員：

むね第2木曜日／つつじが丘地域福祉セ

10人（抽選） 参加料：3,500円 申込期

中学生の医療費（保険診療分の自己負担

ンター（佐藤五丁目）③5月6日～来年3

限：4月9日
（必着）

額）について、通院は半額、入院は全額

月15日のおおむね第 1 金曜日／大清水

②二川宿さくら浪漫写真展

を助成しています。受給者証は交付しま

地域福祉センター（大清水町字大清水）
。

とき：4月26日㈫ ～ 5月15日㈰午前 9 時

せんので、医療費を支払った後、市役

各全10回。いずれも午前10時～午後1

30 分～午後 4 時 30 分（月曜日休館。5月

所こども家庭課（東館2階）で申請してく

時。3月15日㈬は、
あいトピアで合同開催

2日は開館） 内容：桜で彩られた二川

ださい（通院の場合は各窓口センターで

対象：市内在住で 60 歳以上の一人暮ら

宿を写真パネルで紹介します

も申請可）
。なお、障害者医療、母子

し、または高齢者のみの世帯で、各自

③寺子屋駒や 瓦粘土でペーパー

父子家庭等医療の受給者証をお持ちの

で来場できる方 内容：婦人ボランティ

方は、各医療での助成が適用されます。

アグループ「豊橋さなえ会」
のみなさんと

とき：4月30日㈯、5月1日㈰午後 1 時・

申請方法：直接、領収証、子どもの氏名

一緒に料理を楽しみ、健康で生きがい

3 時 対象：中学生以下の子どもと家族

が記載された健康保険証、保護者の通

のある生活を目指して交流を深めます

内容：瓦粘土で、お父さんにプレゼント

帳、認印を、こども家庭課、各窓口セ

定員：①③各 20 人② 15 人（各抽選※初

する家紋のペーパーウェイトを作ります。

ンター（通院のみ） 問い合わせ：こども

参加者優先） 参加料：各年額 4,000 円

作品は後日、駒屋でお渡しします 定

家庭課
（☎51・2335）

申し込み：4月1日～ 10日に豊橋市社会

員：各5組（抽選） 参加料：1組1,650円

福祉協議会
（☎52・1111）

申込期限：4月24日
（必着）

中学生の医療費を助成します

④寺子屋駒や パステルアートで

談

感謝カードをプレゼント
とき：5月5日㈷午後 1 時・3 時

対象：

とき：5月8日、6月5日、7月3日、10月2

中学生以下の子どもと家族 内容：パス
テルアートで、お母さんにプレゼント
する感謝のカードと枠を作ります 定

丁目） 対象：市内在住で母子家庭の母

員：各5組（抽選） 参加料：1組1,500円

および寡婦 内容：押し絵、干支置物な

申込期限：4月24日
（必着）

え

と

ど4 点の製作を通じて、参加者同士で

［共通事項］ところ：駒屋（二川町字新橋

開業する新規創業者など 内容：賃借

交流します 定員：30 人（抽選） 参加

町） 申し込み：①③④は各申込期限

料にかかる補助金（下表）と改装費の20

料：無料 申し込み：4月12日までに豊

までに参加者全員の住所・氏名・年

％以内（上限50万円※新規創業者のみ）

橋市母子福祉会（☎ 56・7100 ※火・木

齢、 電 話 番 号 を 駒 屋（ ☎ 41・6065

を交付します 選考：書類審査、審査

曜日のみ）
、市役所こども家庭課
（☎51・

。②は不要
41･6112 komaya@tees.jp）

会 その他：詳細はホームページ（http://

2319）※申込状況により期限後の申し込

www.toyohashi-cci.or.jp/sangyo/tmo/）

みや一部のみの参加ができる場合があ

参照 問い合わせ：㈱豊橋まちなか活性

りますので、ご相談ください

化センター
（☎53・7211）
、まちなか活性
課
（☎55・8101）
■賃借料にかかる補助金など
期間

補助率（※）

補助
限度額

1～
12 か月

3 分の 2 以内

150 万円

13 ～
24 か月

2 分の 1 以内

112.5 万円

25 ～
36 か月

3 分の 1 以内

75 万円

※月額家賃に対する補助率

美術博物館
「新」
収蔵品展

とよがわ 市民ハイキング
とき：4月24日㈰午前9時30分～午後2時
※小雨決行。雨天中止決定は当日午前7
時 集合・解散：豊橋公園芝生広場
（今橋

とき：4 月 12 日㈫～ 5 月 22 日㈰午前 9

町 旧体育館跡地） コース：豊橋公園－

時～午後 5 時（月曜日休館。5 月2 日は

豊川親水緑道－上渡津橋－渡津橋－清

開館） 内容：戸谷成雄作「［森］シリー

須河川敷公園（昼食）－吉田方小学校－

（彫刻）、井上長三郎作「行
ズ 湿地帯」

船町駅－豊橋公園（歩行距離 約11㎞）

進」（油彩画）、豊橋ゆかりの引札など、

定員：300 人（申込順） 参加料：200 円

平成 27 年度に収蔵した美術資料と歴

持ち物：昼食、雨具 申し込み：4月19日

史資料を初公開します

午後5時までに住所、氏名、年齢を豊橋

観覧料：無料

問い合わせ：美術博物館（☎ 51・2882）

市体育協会
（☎63・3031）

広報とよはし 平成 28 年 4月1日 24

情報あれこれ

対象：中心市街地の空き店舗を活用して

集

日の日曜日
（全4回）
午前9時30分～正午
ところ：八町地域福祉センター（八町通五

募

まちなかインキュベ－ション
事業等補助金をご活用ください

か も ん

相

母子家庭の母や寡婦のための
郷土民芸品づくり講習会

ウェイトを作ってプレゼント

支 援・医 療

①寺子屋駒や 布あそび 兜をつくろう

楽しむ・学ぶ

とき／ところ：①5月17日～来年3月15日

ファミリー・サポート・センター
利用料の一部を補助します

4月1日㈮から難聴児童への
補聴器購入費用の一部を助成します

4月1日㈮から子育て家庭優待カード
（は

依頼会員が多子世帯の場合、援助会員

対象：次のすべてに該当する方①市内

ぐみんカード）の全国共通利用が開始さ

へ支払った利用料の一部を補助します。

に住所がある18 歳以下②両耳の聴力レ

れます。3月31日までに配布したカード

対象：18歳未満（18歳に達した年度末ま

ベルがいずれも30デシベル以上であり、

でも、
「子育て支援パスポート事業」
全国

でを含む）の子どもが3人以上いる世帯

かつ身体障害者手帳（聴力障害）の交

共通ロゴマークのステッカーがある店舗

の第3子以降
（小学生以下に限る）
の利用

付対象外である③補聴器の装用により、

で利用できます。詳細はお問い合わせ

料 補助金額：利用料（実費負担分を除

言語の習得などの効果が期待できると

ください。

く）の2分の1（上限1か月1万円） その

医師が判断した 助成金額：補聴器ごと

問い合わせ：こども未来政策課（☎ 51・

他：補助を受けるには、事前に利用料補

に設定される基準価格（補装具費給付制

2325）

助登録申請書の提出が必要です 問い

度の価格を準用）または補聴器の購入・

合わせ：こども未来政策課
（☎51・2325）

修理に係る経費のいずれか低い額の 3

4月1日㈮から、
はぐみん
カードが全国共通になります

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

結婚新生活を始めるための
費用を助成します
はぐみんカード

相

結婚支援イベントの開催経費を
補助します

の規定があります。必ず購入前に申請し
てください。詳細はホームページ
（http://

対象：平成 28 年 4 月1日～平成 29 年 2

www.city.toyohashi.lg.jp/25696.htm）

月28日に婚姻届を提出した平成27年の

参照 申請方法：購入前に医師の意見

夫婦の所得の合計額（貸与型奨学金を

書などを市役所障害福祉課（東館1階☎

返済している場合は返済額を控除後の

51・2345）

所得。婚姻を機に転職・離職した場合

談
募
集
情報あれこれ

対象：独身男女の出会いの機会となるイ

は転職・離職後の所得）
が300万円以下

ベント（20 歳以上の独身男女が 10 人以

で、年齢がともに49 歳以下の夫婦 補

豊橋市心身障害高校生奨学金・
入学準備金を支給します

上で、市内で開催するなどの条件を満

助対象経費：新居の賃貸（勤務先から住

対象：市内在住の身体障害者・療育・精

たすもの）を提供する団体 補助金額：

宅手当が支給されている場合は、住宅

神障害者保健福祉手帳所持者で、高等

開催経費から飲食費などの対象外経費

手当分は補助対象外）
・購入経費および

学校・高等専門学校・特別支援学校の

を除く補助対象経費の 10 分の 10（上限

婚姻のための引越費用 補助金額：上

高等部（専攻科を含む）に在学または新

3万円） その他：補助を受けるには、イ

限8万円 申請期間：6月1日〜来年3月

規で入学する方 支給額：奨学金／月額

ベント開催日の 20日前までに申請書の

31日 その他：補助を受けるには、申

10,000円、入学準備金／17,500円（4月

提出が必要です。予算額に達した時点

請書、婚姻届受理証明書、所得証明書、

中に申請した新規入学者が対象） その

で受け付けを終了します。詳細はホー

賃貸借契約書の写し、引越費用の領収

他：奨学金は申請日の属する月分から支

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

書などの提出が必要です。詳細はホー

給され、奨学生としての有効期限は平成

lg.jp/23667.htm）をご覧いただくか、お

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

29年3月31日まで。支給には所得制限

問い合わせください 問い合わせ：こど

lg.jp/23667.htm）をご覧いただくか、お

あり 申請方法：4月1日～来年 3月1日

も未来政策課
（☎51・2325）

問い合わせください 問い合わせ：こど

に直接、障害者手帳、在学証明書また

も未来政策課
（☎51・2325）

は入学証明書、本人の通帳、認印を市

ひとり親家庭などへ支給する
児童扶養手当の手当額が改定されます
平成 28 年 4月分から物価の上昇に伴い、

河川愛護団体の活動を
支援します

役所障害福祉課
（東館1階☎51・2345）

精神障害者社会復帰教室
ほのぼの倶楽部

手当額が増額（プラス0.8％）になります。

対象：快適かつ安全な河川環境を目指し、

問い合わせ：こども家庭課
（☎ 51・2320）

自主的に清掃活動をする10 人以上の団

とき：第2・4火曜日、第1・3・5水曜日

■改定額の詳細（月額）

体・グループなど 内容：市管理河川の

午前10時～正午 ところ：保健所・保健

清掃など一定の活動に対し、1団体につ

センター（中野町字中原「ほいっぷ」内）

平成 28 年
3 月分まで

平成 28 年
4 月分から

き年間8万円を限度として報奨金を交付

対象：市内在住で、こころの病を持つ

全部支給

42,000 円

42,330 円

します 申し込み：5月2日までに申請書

方 内容：創作活動、運動、交流会など

一部支給

41,990
～ 9,910 円

42,320
～ 9,990 円

を市役所河川課（市役所東館6階☎51・

参加料：無料 申込先：健康増進課（☎

2535）
※申請書は河川課で配布

39・9145）

区分

25

分の 2 その他：助成には所得制限など

