
かがやき講座 フラダンス

	とき	 6/7～7/12の金曜日（全6回）
19:30～21:00

 ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	定 員	 20人（申込順）
	料 金	 1,200円
 申込み	 5/1㈷から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

児童扶養手当などの
手続きはお済みですか

18歳到達年度終了前の児童を育てて
いる、ひとり親または養育者は、児童
扶養手当・愛知県遺児手当・豊橋市母
子父子福祉手当を受けられる場合が
あります。手当を受けるためには、支給
要件を確認するための面接、所得審査
（制限額あり）、各種書類の提出が必
要です。提出書類など詳細はお問い合
わせください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 		 22786

新元号「令和」に変更した
子ども医療費受給者証を発送します

子ども医療費受給者証の有効期間を新
しい元号に変更し、順次発送します（有
効期間が平成32年3月31日までの受
給者証を除く）。新しい受給者証が届く
までは有効期間が「平成」表記の受給
者証を利用できます。10月末までに届
かない場合はお問い合わせください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2335）
	 		 22756

看護師等再就職チャレンジ支援研修

最近の看護の仕事について講義と実
習で学びます。
	とき	 6/17㈪～6/19㈬（全3回）

9:30～15:00
 ところ	 市民病院、市立看護専門学校
	対 象	 看護師・准看護師の資格を持

つ、未就業の方
	定 員	 10人（申込順）
 申込み	 6/7㈮までに健康政策課（☎

39・9111）
	 		 8302

骨髄移植や末梢血幹細胞移植の
ための骨髄ドナー登録会

	とき	 5/10㈮9:30～11:00、13:00～
16:00

 ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	対 象	 18～54歳の方（健康状態によ

り登録できない場合あり）
	その他	 献血も実施
	問合せ	 健康政策課（☎39・9111）
	 		 8793

ダーツ講習会＆ミニ大会

	とき	 5/19㈰13:30～16:00
 ところ	 あいトピア　
	定 員	 100人（申込順）　
	料 金	 200円　
 申込み	 5/16㈭までに豊橋市体育協会

（☎63・3031）
	 		 64264

ひとり親家庭の親や寡婦のための
就業支援講習会

パソコンの使い方（初級）を学びます。
	とき	 6/29～10/5の土曜日（全15

回）10:00～15:40
 ところ	 ①ヒューマンアカデミー名古

屋名駅校（名古屋市中村区）
②岡崎情報開発センター（岡
崎市羽根町）

	対 象	 ひとり親家庭の親や寡婦など
	定 員	 各20人（抽選）
	料 金	 ①3,002円②3,240円
	その他	 6ヶ月～10歳児未満の託児あ

り（抽選）
 申込み	 5/8㈬～5/29㈬に直接、こど

も家庭課（☎51・2320）
	 		 22797

第70回全国植樹祭あいち2019
サテライト会場

天皇陛下が出席する式典映像の生中
継や花苗の配布などを行います。
	とき	 6/2㈰9:45～15:00　
 ところ	 総合動植物公園「のんほい

パーク」
	料 金	 無料（動植物園入園料必要）
	問合せ	 全国植樹祭愛知県実行委員会

事務局（☎052・954・6968）、
農業支援課（☎51・2475）

	 		 65751
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男女共同参画
フォトコンテスト作品

家事や育児を協力して行うようすなど
を収めた写真を募集します。
	対 象	 東三河地域に在住・在学・在勤

の方
	その他	 最優秀賞に図書カード1万円な

どあり。入賞作品は6/24㈪～
6/28㈮に市役所市民ギャラ
リーで展示

 申込み	 5/31㈮（必着）までに申込書、
2L判の写真を市民協働推進
課（〒440-8501住所不要☎
51・2188）※申込書は各文化
施設、市役所じょうほうひろば
などで配布。ホームページから
も申し込み可

	 		 9478

昨年度の最優秀賞
「おいしいエンドウとれました！」

豊橋文化祭協賛行事

	対 象	 東三河地域で結成した文化団
体・企業が9/28㈯～11/30㈯
に市内で実施する文化事業で、
収益を目的としないもの

	その他	 協賛特典として実施団体が発
行するポスターなどに「豊橋文
化祭協賛行事」と表示可。（公
財）豊橋文化振興財団の指定
管理文化施設（穂の国とよは
し芸術劇場を除く）で実施する
場合、期間中1団体1行事に限
り利用料金を免除

 申込み	 6/15㈯までに申込書を（公財）
豊橋文化振興財団（〒440-
0887西小田原町123☎39・
5211	 55・8192）※申込書
は穂の国とよはし芸術劇場、
市民文化会館ほかで配布

詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和元年度文化財サポーター

吉田城の広報活動や展覧会、講座など
の運営を補助します。
	任 期	 6月初旬～来年3/31㈫
	対 象	 3回以上、活動に参加できる高

校生以上　
	定 員	 10人程度（選考）　
 申込み	 5/31㈮までに直接または郵

送で申込書を文化財センター
（〒440-0897松葉町三丁
目1	☎56・6060）※申込書は
文化財センター、各窓口セン
ター、美術博物館ホームペー
ジなどで配布

とよはしインターネットモニター

月1回程度、広報媒体を中心に市政に
ついてインターネット上でアンケート
に答えます。
	任 期	 来年3/31㈫まで
	対 象	 市内在住で18歳以上の方（高

校生を除く）
	定 員	 560人（申込順）
	謝 礼	 QUOカード1,000円分（年間

回答率75％以上の方に限る）
 申込み	 5/7㈫からホームページで必

要事項を入力
	問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 		 54799

民有地の緑化に助成します

	対 象	 市街化区域内において緑化面
積50㎡または15m以上の生
垣で、来年3/15㈰までに完了
する着手前の緑化工事

	補助額	 緑化工事費の2分の1以内（上
限150万円）

	その他	 予算額に達した時点で受付終
了。事前に要相談。手続きには
2週間程度必要

	問合せ	 公園緑地課（☎51・2654）
	 		 62939

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

交流会と風船を使ったゲームを行い
ます。
	とき	 5/17㈮10:00～11:30
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊髄小脳変性

症などの神経系難病の方と家族
 申込み	 5 /16㈭までに健康増進課	

（☎39・9140）
	 		 6770

平成30年台風第12号で
被災した農家を支援します

台風第12号の被害に伴う農業用ハウ
スなどの撤去費用を補助します。
	補助額	 対象経費（助成単価×面積、ま

たは撤去費用のいずれか低い
額）の4分の1

	その他	 助成単価など詳細はホーム
ページ参照

 申込み	 6/3㈪～8/30㈮に直接、申込
書などを農業企画課（☎51・
2458）※申込書などはホーム
ページで配布

	 		 10294
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