主な対象

どなたでも

女性

男性

子ども

5月31日は世界禁煙デー、
5月31日～6月6日は禁煙週間です

高齢者

障害者

事業

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。

育児

休日・夜間エイズ即日検査を
行います

風水害への備えを
万全にしましょう

市では、6月1日㈭～ 7日㈬を「豊橋市

これからの時期、 台風や豪雨などの

いて知り、禁煙にチャレンジしましょう。

HIV 検査普及週間」として、以下の日程

風水害が全国各地で頻繁に起こります。

市では、以下のような取り組みを実施し

で検査を行います。

市は、みなさんの安全を考慮し、避難

ます。

とき：休日検査／ 6月3日㈯午前 9 時～

に関する情報を発令します。早めの避

■禁煙週間イベント

11時、夜間検査／6月7日㈬午後6時～

難を心掛けましょう。

とき／ところ：5月25日㈭～ 31日㈬／市

8時 ところ：保健所・保健センター（中

■水防訓練を実施します

役所市民ギャラリー（東館1階）
、5月25

野町字中原「ほいっぷ」内） 内容：HIV

市、消防・警察・自衛隊、市民が協力し、

日㈭～ 6月15日㈭／保健所・保健セン

抗体検査（5cc 程度の採血あり） 検査

集中豪雨などによる洪水・河川の氾濫

ター（中野町字中原「ほいっぷ」内） 内

結果の通知：通常は採血終了から約1時

などを想定した訓練を実施します。

容：たばこクイズ、たばこの害、禁煙治

間後（確認検査が必要な場合は約1週間

とき：5月26日㈮午前9時30分 ところ：大

療についてのパネル展示

後） 費用：無料 その他：検査は匿名

村町の豊川河川敷
（豊橋創造大学対岸）

でプライバシーは守られます 問い合

［共通事項］
問い合わせ：防災危機管理課

わせ：健康政策課
（☎39・9104）

（☎51・3126）

39・9145）

はんらん

支 援・医 療

［共通事項］問い合わせ：健康増進課（☎

楽しむ・学ぶ

この機会に喫煙や受動喫煙の害につ

募

集

「受動喫煙のない社会を目指して」
ロゴマーク

昨年の水防訓練のようす

©Naoko Takeuchi

天伯団地「支え合い活動 ひだまりの会」

ぐ

天伯団地内では、近年高齢化が急激に進み、日常生活が

き

8

不自由で援助を求める方が増えてきましたが、住民同士の

27

連携が取れておらず、有事の際を危惧する声も出ていました。

こうした状況を踏まえ、平成 年 月に準備委員会を立

月から

9

ち上げ、地域住民の「居場所づくり」と住民同士で支え合う

「お互い様 活 動」の つの活動 を 行うこ と とし、

市民協働推進補助金（つつじ補助金）を受け、「ひだまりの

会」として活動を始めました。

私たちは、地域住民に活用されていなかった団地内の公

4

民館で活動しています。

活動の軸となるのは、毎月第 ・ 土曜日に開催する「茶

話会」です。茶話会では手芸や小物作り、囲碁、将棋など、

参加者が好きなことを楽しんで過ごしています。会を重ね

るうちに、笑い声が聞こえるようになり、元気を取り戻し

てきたお年寄りが増えてきました。また、行き交う方々が

今後は、それぞれの活動を独立させるとともに、新しい

両手で手を振り、挨拶する姿も見られるようになりました。

活 動 を 生 み 出 し、 健 康 で

充 実 し た ま ち づく り を 目

指していきたいです。

問い合わせ 天伯団地「支

え合い活動 ひだまりの会」

横田（☎０９０・３４５８・

３７０２）
手芸をしているようす

2

2

トヨッキー基金への寄附は、随時受け付けしています。この基金への寄附は税金の優遇措置があります。 ［寄附累計］
7,382,515 円（平成 19 年度から）
詳細は市民協働推進課（☎ 51・2483）
  475,234 円（平成 28 年度受入分）

広報とよはし 平成 29 年 5月15日 14

情報あれこれ

市民協働推進補助金を交付しています。この補助金によるNPO や自治会などの活動を紹介します。

わくわく活動ひろば

豊橋市では、みなさんからの寄附などによるトヨッキー基金（市民協働推進基金）から、社会に役立つ活動に

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

生活に合わせて選択！
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）情報
楽しむ・学ぶ

（☎ 51・2165）
問い合わせ：広報広聴課

市では、広報とよはしのほか、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）
などでもさまざまな情報発信しています。
「いいね !」や「フォロー」
しておくと、
より簡単に情報を得ることができます。

支 援・医 療

インスタグラム
豊橋ならではのライフスタイルを提案する本「クラストコ」
と
連動し、日常のヒトコマなど市民の顔や暮らしぶりが見え
る情報を発信します。
「#クラストコ」のハッシュタグをつけ
て投稿し、豊橋の暮らしの良さを共有できます。

QRコード

募
集
情報あれこれ

うんとこしょ、どっこいしょ‼

ちょっとリゾート感漂うここもまた

東海地区でもここだけ！シンクロ

もうちょっとだでのん。

豊橋。

ナイズドスケーティングに感激！

#杉山町#キャベツ#クラストコ

#サップ#豊川#クラストコ

#アクアリーナ豊橋#クラストコ

おすすめの魅力
情報発信！

防災・安全の
情報発信！

ツイッター

フェイスブック
イベント情報や豊橋の魅力などを厳選して発

市内の防犯・不審者情報、災害情報を簡潔

信します。豊橋を紹介するテレビ番組の情

にお届けします。小・中学生の保護者の方

報など、時期に応じた記事を掲載します。

豊橋市内の平成29年3月の交通事故（人身）
［ ］は平成 28 年 3月、
（ ）は平成 29 年の合計

●件数
●死者
●傷者

211 件 ［231 件］
（ 580 件）
2人 ［

0 人］
（

256 人 ［269 人］
（ 723 人）

横断歩道は歩行者優先です。
ドライバーは必ず止まりましょう。

15

4 人）

QRコード

は特に必見です。

豊橋市の人口と世帯
（平成 29 年 4月1日現在）

●人口

376,886 人（前月比 894 人減）

［男 189,059 人／女 187,827 人］
●世帯 154,732世帯（前月比197世帯増）
※このうち外国人は 14,956 人／ 7,627 世帯

QRコード

今月の納税
固定資産税 第 1 期分
軽自動車税 全期分
納期限 5月31日㈬
早めにお近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局ま
たはコンビニエンスストア
（バーコード印字のある納
付書のみ）で納めましょう。納税には手間のかから
ない口座振替の制度が便利です。

問い合わせ：納税課（☎ 51・2235）

