
わくわく体験講座 ポスター教室

夏休みの課題のポスターを制作します。
	とき	 7/25㈭、7/26㈮①10:00～

12:00②13:30～15:30（各全
2回）

	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の①小学1～3年生と

保護者②小学4～6年生
	定 員	 各15人（申込順）
	料 金	 各500円
	申込み	 7/5㈮から青少年センター（☎

46・8925）
	 		 16908

ちびっこ科学スクール
ジャガイモ電池を作ろう

ジャガイモを使って発電の仕組みを学
びます。
	とき	 8/9㈮10:00～12:00
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住の小学生と保護者
	定 員	 10組（申込順）
	料 金	 1,000円
 持ち物	 ジャガイモ中2個など
	申込み	 7/12㈮から青少年センター

（☎46・8925）
	 		 16908

支 援
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」や「限度額適用・食事
（生活）療養標準負担額減額認定証」、
「愛知県国民健康保険食事（生活）療
養標準負担額減額認定証」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

高校生一日看護体験
夢をかなえる第一歩

病棟看護の見学と、血圧測定や患者体
験などを行います。
	とき	 8/16㈮、8/22㈭10:00～15:30

（9:30受け付け）
	ところ	 市民病院
	定 員	 各30人（申込順）
	申込み	 7/9㈫7:30～7/12㈮に市民

病院ホームページで必要事項
を入力

 問合せ	 市民病院看護局業務科（☎
33・6223）

介護の仕事復帰支援プログラム

最近の介護の仕事を研修と現場実習
で学びます。
	とき	 ①7/24㈬、7/25㈭②9/4㈬、

9/5㈭13:30～15:30
	ところ	 あいトピア
	申込み	 ①は7/23㈫、②は9/3㈫まで

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の判定
などを行います。
	とき	 8/13㈫、8/14㈬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	 7/8㈪～7/16㈫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）

催し・講座
市民病院
看護学生インターンシップ

臨床現場の見学や、病棟での看護補助
を行います。
	とき	 8/5㈪～8/23㈮9:00～15:30
	対 象	 来年3月または令和3年3月に

看護専門学校などを卒業見込
みの方

	定 員	 各5人程度（申込順）
	申込み	 7/22㈪～8/9㈮に市民病院

ホームページで必要事項を入力
 問合せ	 市民病院看護局管理科（☎

33・6289）

認知症家族介護者交流会

	とき	 ①8/3㈯、9/7㈯13:30～16:00
②8/7㈬、9/11㈬10:00～12:00
③8/8㈭、9/12㈭10:00～12:00	
④8/20㈫、9/10㈫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
	申込み	 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
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市営住宅の指定管理者

市営住宅の管理を行う指定管理者を7
月1日㈪から募集します。募集要綱など
詳細はホームページをご覧ください。
 問合せ	 住宅課（☎51・2602）
	 		 17498

ええじゃないか豊橋音祭り出演者

	とき	 11/10㈰10:00～17:00※会
場により異なる

	ところ	 豊橋駅前東口サークルプラザ、
広小路通り、こども未来館「こ
こにこ」など

	申込み	 7/31㈬までに申込書を、ええ
じゃないか豊橋音祭り実行委
員会（エフエム豊橋内〒440-
0873小畷町596	 75・0841）
※申込書は市役所じょうほう
ひろば、まちなか活性課、エフ
エム豊橋で配布。ホームページ
からも申し込み可

 問合せ	 ええじゃないか豊橋音祭り実
行委員会（☎75・0840）、まち
なか活性課（☎55・8101）

	 		 66360

MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaへの
応援メッセージ

7月25日㈭～28日㈰に鈴鹿サーキット
で開催の“コカ・コーラ”鈴鹿8耐に出
場するMuSASHi	RT	HARC-PRO.
Hondaチームへの応援メッセージを
募集します。
	申込み	 7/15㈷までに40字以内の

応援メッセージを観光振興課
（ kanko@city.toyohashi.
lg.jp）

問合せ	 観光振興課（☎51・2430）
	 		 56033

郷土を探る！
豊橋っ子調べ学習コンクール作品

豊橋の歴史や文化など郷土をテーマ
に調べた作品を募集します。
	対 象	 市内在学の小学4年～中学3

年生
	その他	 募集要綱は各学校で配布
	申込み	 各学校の指定日までに作品を

各学校
■作品の作り方説明会
	とき	 7/15㈷14:00～15:30
	ところ	 中央図書館
	定 員	 100人（先着順）

［共通事項］
 問合せ	 中央図書館（☎31・3131）

視聴覚教育センター・地下資源館
新規サイエンス・ボランティア

科学工作の補助や、環境整備などを行
います。
	とき	 土・日曜日、祝日
	対 象	 年5回以上、活動に参加できる

高校生以上
	その他	 8/25㈰13:00に説明会を開催
 申込み	 7/31㈬までに視聴覚教育セン

ターホームページで必要事項
を入力

 問合せ	 視聴覚教育センター（☎41・
3330）

日本語スピーチコンテスト出場者

	とき	 11/10㈰10:00～12:00
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 日本語が母語でない小学生以上
 部 門	 ①小・中学生②高校生一般
	その他	 入賞者に賞状と賞品あり
	申込み	 10/16㈬（必着）までに①は3分

以内、②は5分以内の原稿（日本
語またはローマ字も可）、申込書
を豊橋市国際交流協会（〒440-
0888駅前大通二丁目33-1開
発ビル3階☎55・3671	 55・
3674	 tia@tia.aichi.jp）※申
込書は豊橋市国際交流協会、
ホームページで配布

結婚支援イベントの
開催経費を補助します

	対 象	 独身男女の出会いの機会とな
るイベント（20歳以上の独身
男女10人以上が参加し、市内
で開催などの条件を満たすも
の）を開催する団体

	補助額	 開催経費から飲食費などを除
いた全額（上限3万円）

	申 請	 事前に相談の上、申請書を、こ
ども未来政策課（☎51・2325）	
※申請書はホームページで配布

	 		 37568

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

栄養不足を予防するための食事の摂
り方などを学びます。
	とき	 7/19㈮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

せきずい

髄小脳変
性症などの神経系難病の方と
家族

	申込み	 7/18㈭までに健康増進課（☎
39・9140）

	 		 6770

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

小学生サイエンスアイデア作品

科学で暮らしに役立つ作品などを募集
します。
	対 象	 市内在学の小学生
	その他	 優秀作品に賞状と賞品あり。

作品は9/21㈯～11/10㈰に
地下資源館で展示

	申込み	 各学校の指定日までに作品を
各学校

 問合せ	 視聴覚教育センター（☎41・
3330）
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