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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
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。
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　　1月
1月
1日㈷ 18日㈬

2日㉁ 19日㈭

3日㈫ 20日㈮

4日㈬ 21日㈯

5日㈭ 22日㈰

6日㈮ 23日㈪

7日㈯ 24日㈫

8日㈰ 25日㈬

9日㈷ 26日㈭

10日㈫ 27日㈮

11日㈬ 28日㈯

12日㈭ 29日㈰

13日㈮ 30日㈪

14日㈯ 31日㈫

15日㈰ 2月
1日㈬

16日㈪ 2日㈭

17日㈫

【早朝前売り】午前7時
【開門予定】午前10時
【お知らせ】インターネットライブ中継

（☎61・3136）
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	一般競争入札により市有地を売却します
とき：2月22日㈬午前10時　ところ：市役
所講堂（東館13階）　売却物件：森岡町
22-6、老津町字南原54-1・55-1・57-1、一

色町字西内張10-3・10-4　内容：予定価
格以上の最高金額で入札した方に物件を

売却します　その他：詳細はホームページ
参照　申し込み：1月5日～2月13日に市
役所資産経営課（東館5階☎51・2137）

	事件・事故　緊急事案は110番
キーワードは「すばやい通報」

110番は緊急通報のための専用電話で

す。110番をかけると、警察本部通信指

令室の係員が、①何があったのか②そ

れは、いつなのか③その場所は、どこ

なのか④犯人は、どうしたか⑤被害の

状況⑥あなたの住所・氏名などをお聞

きします。あわてず、あせらず、簡潔

明瞭にお話しください。

■緊急性のない相談・問い合わせなど
警察相談ダイヤル（☎#9110）

■聴覚や言語に支障のある方
ファックス110番（ 0120・110・369）、

携帯電話でWeb110番

[共通事項]問い合わせ：豊橋警察署（☎
54・0110）

	ええじゃないか豊橋　ほの国体操DVDの
貸出場所に各市民館が加わりました

高齢者の介護予防・健康づくりに役立つ

健康体操「ええじゃないか豊橋　ほの国体

操」のDVDを無料で貸し出しています。

貸出期間：2週間　貸出場所：各地区・
校区市民館、市役所長寿介護課（東館3

階）※ホームページでも閲覧可　問い合
わせ：長寿介護課（☎51・2338）

ええじゃないか豊橋
ほの国体操DVD

	自動販売機（飲料）設置場所の貸し付けを
一般競争入札で行います

とき：2月3日㈮午後2時　ところ：市役所
123会議室（東館12階）　対象施設：自然
史博物館、豊橋競輪場、市民文化会館

など全12か所※詳細は入札説明書参照　

入札説明書・申込書の配布：市役所契約
検査課（東館3階）、ホームページ（市民文

化会館は市役所文化課（西館3階））　申し
込み：1月13日～23日に申込書、必要書
類を市役所契約検査課（市民文化会館は

市役所文化課）　問い合わせ：契約検査
課（☎51・2150）、文化課（☎51・2873）

	東三河都市計画に関する
縦覧を行います

とき：1月12日㈭～26日㈭午前8時30
分～午後5時15分　ところ：市役所都市
計画課（東館9階）　内容：都市計画道
路岩崎町線の計画変更　その他：計画
書などはホームページでも確認できま

す　意見書の提出：市内在住の方、利
害関係のある方は、期間中に市長あて

に提出できます　問い合わせ：都市計画
課（☎51・2622）

	1月26日は文化財防火デー
文化財の防火について考えてみましょう

昭和24年1月26日に法隆寺金堂の火

災で国宝が焼損したことを受け、1月

26日は「文化財防火デー」とされていま

す。貴重な財産である文化財を守るた

め、市では文化財防火査察や消防訓練

を実施します。

■文化財消防訓練
とき：1月20日㈮午前10時　ところ：駒屋
（二川町字新橋町）　問い合わせ：消防
本部予防課（☎51・3115）

昨年の文化財消防訓練のようす

市政情報番組を放送しています
エフエム豊橋（84.3MHz）
●広報エフエムとよはし（15分間）
月～金曜日　7時45分、12時30分、17時44分

●ウィークエンドとよはし（5分間）
土曜日　9時50分

●もっと豊橋ずっと豊橋（1分間）
月～金曜日　		8時10分、14時5分、18時15分

土・日曜日　		13時30分ほか2回

CBCラジオ（1053・1485kHz）
●ほの国とよはしほっと情報（5分間）
日曜日　8時5分

ティーズ（CATV）地デジ12ch
●とよはしNOW（10分間）
毎日　7時10分、12時10分、15時10分、

18時10分、22時10分

豊橋市F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook・T
ツ イ ッ タ ー

witterで市政情報
などを発信しています
●防災・安全・安心情報
災害時における警報・避難所などにつ

いての情報はもちろん、交通事故や防犯

情報についても情報を発信しています。

●豊橋の魅力情報
イベント情報や、ちょっといい話など豊

橋の楽しい情報を発信しています。
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※この表は、医師の都合などで一部変更することがあります

産婦人科 平日…午後8時～午前0時　休日…午前8時～午前0時※午前0時～午前8時は豊橋市民病院（☎33・6111）

耳鼻咽喉科 午前9時～午後5時※左記時間帯以外は豊橋市民病院（☎33・6111）

眼科 午前9時～午後5時※左記時間帯以外は豊橋市民病院（☎33・6111）

柔道整復師 午前8時～午後8時

1日㈷ パークベルクリニック（南松山町） ☎56・0020
2日㉁ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351
3日㈫ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎62・7173
4日㈬ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306
5日㈭ 竹内産婦人科（新本町） ☎52・3453
6日㈮ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306
7日㈯ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎37・5731
8日㈰ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588
9日㈷ マミーローズクリニック（高洲町） ☎32・6585
10日㈫ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎37・5731
11日㈬ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212
12日㈭ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2）☎66・5550
13日㈮ パークベルクリニック（南松山町） ☎56・0020
14日㈯ 原医院（南大清水町） ☎25・2752
15日㈰ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎37・5731
16日㈪ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351

1日㈷ ながた耳鼻咽喉科（山田一番町） ☎38・8877
2日㉁ もりた耳鼻咽喉科（東脇1） ☎34・2001
3日㈫ 木下耳鼻咽喉科（飯村北1） ☎63・2261
8日㈰ 西村耳鼻咽喉科医院（上伝馬町） ☎55・5165

1日㈷ 成田記念病院（羽根井本町） ☎31・2167
2日㉁ 豊橋南藤井眼科クリニック（植田町） ☎25・7111
3日㈫ 弥生病院（弥生町） ☎48・2211
8日㈰ 武内眼科クリニック（山田二番町） ☎37・7373

1日㈷ さかうえ接骨院（東郷町） ☎61・1681
2日㉁ どんくんの接骨院（富士見台4） ☎75・9229
3日㈫ さいとう接骨院（柱六番町） ☎37・5588
8日㈰ 小松接骨院（小松町） ☎39・8688

17日㈫ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2）☎66・5550
18日㈬ パークベルクリニック（南松山町） ☎56・0020
19日㈭ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212
20日㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588
21日㈯ 秋山産婦人科（西幸町） ☎48・6116
22日㈰ 原医院（南大清水町） ☎25・2752
23日㈪ マミーローズクリニック（高洲町） ☎32・6585
24日㈫ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588
25日㈬ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212
26日㈭ 竹内産婦人科（新本町） ☎52・3453
27日㈮ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306
28日㈯ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351
29日㈰ 竹内産婦人科（新本町） ☎52・3453
30日㈪ マミーローズクリニック（高洲町） ☎32・6585
31日㈫ 秋山産婦人科（西幸町） ☎48・6116

9日㈷ 芳賀耳鼻咽喉科医院（西岩田1） ☎63・1030
15日㈰ 吉見耳鼻咽喉科（野依台1） ☎25・7688
22日㈰ ハタノ耳鼻咽喉科（上地町） ☎63・8733
29日㈰ 田中耳鼻咽喉科（中浜町） ☎48・8733

9日㈷ ひまわり眼科（つつじが丘2） ☎63・7755
15日㈰ おおいし眼科（宮下町） ☎64・0081
22日㈰ たかし眼科医院（高師町） ☎47・2206
29日㈰ 小島眼科医院（西小池町） ☎45・4908

9日㈷ 岡田接骨院（下地町） ☎75・9787
15日㈰ 望月接骨院（富士見台6） ☎25・7398
22日㈰ おうかん接骨院（往完町） ☎26・8133
29日㈰ いわた接骨院（西岩田6） ☎66・1631

1日㈷
昼 積善クリニック（大岩町） ☎65・6565
夜 とよはしにし整形リハクリニック（花田町）☎39・7888

2日㉁
昼 花田いしかわクリニック（花田町） ☎32・2166
夜 光生会病院（吾妻町） ☎61・3166

3日㈫
昼 二川病院（大岩町） ☎41・0011
夜 タキカワ整形外科クリニック（八町通5） ☎55・5111

7日㈯ 中島脳神経外科（下五井町） ☎54・6261

8日㈰
昼 豊生病院（多米西町1） ☎63・1155
夜 クリニックいちょう（草間町） ☎35・7117

9日㈷
昼 弥生病院（弥生町） ☎48・2211
夜 福井脳神経外科（立花町） ☎21・7001

14日㈯ 成田記念病院（羽根井本町） ☎31・2167

15日㈰
昼 塩之谷整形外科（植田町） ☎25・2115
夜 光生会病院（吾妻町） ☎61・3166

21日㈯ 岡村クリニック（佐藤２） ☎65・4100

22日㈰
昼 はしら整形リハビリクリニック（中橋良町）☎29・8484
夜 木村整形外科（牧野町） ☎45・9925

28日㈯ 鈴木ひろし整形外科（佐藤５） ☎65・1300

29日㈰
昼 東岩田いとうクリニック（東岩田1） ☎69・3500
夜 東岩田いとうクリニック（東岩田1） ☎69・3500

内科・小児科
休日…午前9時～正午、午後1時～5時（30分前に受付終了）
夜間【毎日】…午後8時～翌朝午前7時（　〃　）
※	休日の正午～午後1時、午後5時～8時は休診。1月1日～3日
は休日診療。混雑時などは早めに受付を終了する場合があります

豊橋市休日夜間急病診療所
中野町字中原100「ほいっぷ」内	☎48・1110

歯科
休日…午前10時～午後5時（30分前に受付終了）
平日…午後8時～11時　（	　　　〃　　　）
※1月1日～4日は休日診療

休日夜間・障害者歯科診療所
中野町字中原100「ほいっぷ」内	☎39・9177

愛知県小児救急電話相談	☎＃8000番（通じない方は☎052・962・9900）　毎日の夜間（午後7時～翌朝8時）
育児もしもしキャッチ　時間外電話相談☎0562・43・0555（あいち小児保健医療総合センター）　外来休診日を除く火～土曜日（午後5時～9時）

の緊急医 ●各医療機関にお問い合わせの上、診療時間内に受診してください
●その他医療機関・診療科などについての問い合わせ／救急医療情報センター（☎63・1133）
●精神科についての緊急問い合わせ／24時間受付　精神科救急医療情報センター（☎052・681・9900）

月1

外科
土曜日…午後5時～10時　休日昼間…午前9時～午後5時　休日夜間…午後5時～10時
月～金曜日…午後8時～10時は豊橋医療センター（☎62・0301）、成田記念病院（☎31・2167）、豊橋市民病院（☎33・6111）
上記時間帯以外は豊橋市民病院（☎33・6111）


