
市制施行日記念式典

豊橋市表彰、豊橋市教育・体育・文化
表彰などを行います。
	とき	 8/1㈬9:30
	ところ	 公会堂
 問合せ	 行政課（☎51・2028）
	 		 57136

認知症介護家族支援講座

介護の悩みなどを話し合い、認知症に
ついて学びます。
	とき	 8月～来年1月の第1火曜日

（1月は第2火曜日。全6回）
13:00～16:00（初日は10:00～
14:00）	

	ところ	 あいトピア
	講 師	 (公社)認知症の人と家族の会

愛知県支部ほか
	定 員	 20人（抽選）
	料 金	 1,000円
	申込み	 7/31㈫までに直接、郵送また

はファックスで申込書を長寿
介護課（〒440-8501住所不要
☎51・2338	 56・3810）※申
込書は長寿介護課、各地域包
括支援センターで配布

	 		 24204

伝統文化子ども教室

①日本舞踊、②三味線、③箏曲、④華
道、⑤茶道を学びます。
	とき	 7/27㈮～8/25㈯の当財団指

定日（①～③各全6回④⑤各全
2回）

	ところ	 ①～③市民文化会館④⑤三の
丸会館

	対 象	 小・中学生（②は小学3年生以上）
	定 員	 ①②各20人③15人④⑤各18人

（各抽選）
	料 金	 ③2,000円④1,000円⑤500円
	申込み	 7/1㈰～7/13㈮に①～③は市

民文化会館（☎61・5111）、④
⑤は三の丸会館（☎56・6022）

	問合せ	 (公財)豊橋文化振興財団（☎
39・5211）

コミュニティバス
かわきたバス 牛川の渡しツアー

	とき	 7/26㈭、7/30㈪、8/2㈭、8/6㈪、
8/9㈭、8/16㈭、8/20㈪10:40～
14:00

	対 象	 どなたでも（小学生以下は保
護者同伴）

	定 員	 各5人（申込順）
	料 金	 大人各1,100円、小学生以下各

500円（昼食代含む）
	その他	 集合は、かわきたバス「豊橋駅

前」バス停
	申込み	 各前日（土・日曜日を除く）17:00

までに都市交通課（☎51・2620）
	 		 16235

炎の祭典（炎の舞）

	とき	 9/8㈯
	ところ	 豊橋公園内
	料 金	 桟敷SS特別席5,500（5,000）円、

桟敷SS席3,500（3,000）円、
桟敷S席2,500（2,000）円ほか
※（		）内は前売料金

	チケット	先行抽選申し込みは7/1㈰～
7/19㈭に炎の祭典実行委員
会ホームページで必要事項を
入力、一般は8/1㈬～9/7㈮に
コンビニエンスストア（ファミ
リーマート、セブン-イレブン）
ほか

	問合せ	 炎の祭典実行委員会（☎53・
7211）、観光振興課（☎51・
2430）

アートマネジメント講座2018

芸術活動を支援する施設などの取り
組みを紹介します。
	とき	 8/7㈫10:30～12:30
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 高校生以上
	講 師	 鈴木京子さん（国際障害者交

流センタービッグアイ）
	定 員	 20人程度（申込順）
	申込み	 随時、プラットチケットセンター

（☎39・3090）※ホームページ
からも申し込み可

わくわくキャンプ

自然の中でテント宿泊を体験します。
	とき	 8/18㈯10:00～8/19㈰11:30

※1泊2日
	ところ	 江比間野外活動センター（田

原市江比間町）
	対 象	 豊橋・田原市に在住・在学の小

学4～6年生
	定 員	 40人（抽選）
	料 金	 500円
	申込み	 7/3㈫～7/20㈮に住所、氏名、

学年、電話番号、食物アレル
ギーの有無、保護者の氏名を
江比間野外活動センター（☎
0531・37・1025	 0531・37・
1287）

	問合せ	 生涯学習課（☎51・2846）
	 		 57674

手話体験講習会  手話ってなあに？

簡単な手話や聴覚障害について学びます。
	とき	 8/4㈯18:30～20:30、8/5㈰

13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	定 員	 各30人（申込順）
	申込み	 7/1㈰～7/27㈮に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

夏休み親子血液教室

献血センターの見学や血液型判定をし
ます。
	とき	 8/16㈭14:30～16:30、8/17㈮

10:30～12:30、14:30～16:30
	ところ	 愛知県赤十字血液センター豊

橋事業所
	対 象	 小学4～6年生と保護者
	定 員	 各30組（抽選）
	申込み	 7/17㈫～7/25㈬に愛知県赤

十字血液センターホームペー
ジで必要事項を入力

	問合せ	 愛知県赤十字血液センター
（☎0561・85・4283）、健康政
策課（☎39・9111）

	 		 55238
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市民協働推進補助金
（つつじ補助金）の事業企画

	対 象	 市民活動団体などが9月～来
年3月に実施する事業で、主に
市内を拠点とした社会の役に
立つもの

	その他	 7/4㈬19:00から市役所東B11
会議室で応募説明会を開催

	申込み	 7/17㈫（必着）までに応募書
類を市民協働推進課（☎51・
2483）※応募書類は市民協働
推進課、カリオンビル、ホーム
ページなどで配布

	 		 52648

市営住宅の入居者（7月分）

	入居日	 9/1㈯
	対 象	 原則、次の全てを満たす方①市

内在住・在勤②持家がなく住宅
に困っている③収入基準以下
④暴力団員でない⑤市営住宅
に係る未納の家賃などがない

	その他	 選考方法は公開抽選
	申込み	 7/2㈪～7/10㈫（土・日曜日を

除く）に申込書などを豊橋市
営住宅管理センター（☎57・
1006）※申込書などは7/2㈪
から豊橋市営住宅管理セン
ター、住宅課で配布

	 		 14208

明るい選挙啓発ポスター

「明るい選挙」をテーマに募集します。
	対 象	 市内在住の小学生～高校生
	その他	 優秀作品に賞状と賞品、応募者

全員に記念品あり。作品は後日
返却。入賞者作品は10/16㈫～
11/2㈮に、こども未来館で展示

	申込み	 9/6㈭（必着）までに542mm×
382mm、または382mm×271mm
程度の作品（画材自由）の裏
面右下に氏名（ふりがな）、学
校名、学年を明記して各小・
中学校または選挙管理委員会
（〒440-8501住所不要☎51・
2960）

	 		 45457

国民健康保険加入者の限度額適用
認定証などは更新申請が必要です

入院や高額な外来治療を受ける際の
支払金額を抑えることができる「限度
額適用認定証」などの発行を希望する
方は、更新申請が必要です。
	対 象	 70歳未満の国民健康保険加

入者
	申 請	 8/1㈬から国民健康保険被保

険者証、現在お持ちの認定証
を国保年金課（☎51・2285）	
※別世帯の代理の方が申請す
る場合は、ご相談ください

	 		 16155

詳細は募集要綱などをご覧ください。

ええじゃないか豊橋まつり参加者

	とき	 ①②④10/20㈯③10/21㈰
	部 門	 ①ええじゃないか舞

ダ ン ス

踊三
ざんまい

昧	競
舞部門・演舞部門②マスコット
キャラクターと踊ろう	こども総
おどり③ええじゃないか豊橋
パレカ④総おどり

	その他	 参加要件など詳細は申込書、
ホームページ参照※申込書は
市役所じょうほうひろば、各窓
口センターなどで配布

	申込み	 ①～③は7/2㈪9:00～8/10㈮、
④は7/2㈪9:00～8/31㈮に郵
送またはファックスで申込書を
各問合先※ホームページから
も申し込み可

	問合せ	 ①農地整備課（☎51・2488）②
みなと振興課（☎34・3710）③
農業企画課（☎51・2457）④商
工業振興課（☎51・2425）

	 		 8074

©豊橋市		トヨッキー

若者就職サポート塾 in 豊橋

合同企業説明会内で職業適性診断や
相談会を行います。
	とき	 8/2㈭、10/5㈮10:00～16:00
	ところ	 ホテルアソシア豊橋
	対 象	 おおむね45歳未満の若年求

職者、家族
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2435）
	 		 19300

認知症家族介護者交流会

	とき	 ①8/4㈯、9/1㈯13:30～16:00
②8/8㈬、9/12㈬10:00～12:00
③8/9㈭、9/13㈭10:00～12:00
④8/21㈫、9/11㈫13:30～15:30

	ところ	 ①豊橋商工会議所②つつじ
が丘地域福祉センター③保健
所・保健センター④あいトピア

	料 金	 ①各500円③各100円	
	申込先	 ①は（公社）認知症の人と家族

の会愛知県支部（☎0562・33・
7048）。②は東部（☎64・6666）、
③は南部（☎25・7100）、④は中
央（☎54・7170）の各地域包括
支援センター

	問合せ	 各申込先、長寿介護課（☎51・
2338）

	 		 24204

学習教室ステップ

学生ボランティアが勉強を教えます。
	とき	 第2・4土曜日13:00～16:00
	ところ	 視聴覚教育センター
	対 象	 市内在住で経済的に困窮して

いる世帯・ひとり親家庭などの
中学生、高校生

	その他	 カリオンビル、豊校区市民館、
アイプラザ豊橋などで同様の
学習教室を開催

	申込み	 随時、生活福祉課（☎51・2313）、
こども家庭課（☎51・3161）、生
涯学習課（☎51・2846）

	 		 23349
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