男女共同参画標語・川柳の
入賞者が決まりました
■一般の部 最優秀賞
助け合う  親の背中に  子は育つ
石川重行さん
■中学生の部 最優秀賞
「まかせとけ！」みんなで協力  家事育児
成瀬輝さん
［共通事項］
その他 応募作品は11/11㈪～11/30㈯
に男女 共 同 参 画センターで
展示
問合せ 市民協働推進課
（☎51・2188）
9414
   

豊橋みなとシティマラソンに伴い
交通規制を実施します
11月10日㈰の豊橋みなとシティマラ
ソン開催に伴い、
当日9:30～12:15に
マラソンコース一帯（総合スポーツ公

その他
加入していますか？
労働保険

園－六条潟大橋－神野西町方面）
の交

正社員、
パート、
アルバイトなどの雇用

通規制を実施しますので、
ご協力くだ

形態にかかわらず、一人でも労働者を

さい。

雇った場合、事業主（農林水産の一部

問合せ 豊橋みなとシティマラソン実行

の事業を除く）
は労働保険に加入する

   

委員会事務局（豊橋市体育協

義務があります。

会内☎63・3031）

問合せ 豊橋公共職業安定所雇用保険

66394

適用課（☎81・0377）、豊橋労
働基準監督署労災課（☎54・
1194）、商工業振興課（☎51・
2437）
   

一日長と愛市憲章実践者が
決まりました

32035

国民健康保険税 第5期分の
納期限は12月2日㈪です
お近くの金融機関、
コンビニエンスス

11月11日㈪に、木戸脇光さん（羽田

トアなどで納付してください。
納税には

中3年）
が一日市長、熊田綾さん
（豊橋

手間のかからない口座振替の制度が

市養鶏農業協同組合）が一日市議会

便利です。
また、
クレジットカードでも

議長、
中島美穂さん
（ホテルアークリッ

納付できます。

シュ豊橋）が一日商工会議所会頭、安

問合せ 納税課
（☎51・2235）

藤仁美さん
（㈱中部）
が一日警察署長、

   

5742

11月16日㈯・17日㈰は
市役所を全館停電します
電気設備の定期点検による全館停電

山下晶帆さん（豊橋医療センター）が

に伴い、11月16日㈯は証明発行土曜

一日駅長を体験します。
また、愛市憲

窓口を休業し、両日、市役所駐車場と

宝くじの助成金でコミュニティ
推進備品を整備しました

せん。
なお、
夜間・休日窓口を利用する

た。
当日13:00に市役所講堂で表彰式

整備したテントなどは、
つつじが丘校

さい。

などを行います。

区自治会が地域のイベントで活用し

問合せ 資産経営課
（☎51・2125）、市

問合せ 豊橋市民愛市憲章推進協議

ます。

民課
（☎51・2272）
※当日は夜

問合せ 市民協働推進課
（☎51・2482）

間・休日窓口
（☎51・2421）

章実践者に元校区社会教育委員有志
ほか、
フォト＆メッセージコンテストの
最優秀賞に豊田紗梨さんが決まりまし

会（☎56・1128）、生涯学習課
（☎51・2846）
   

   

52093

展望ロビー・レストランは利用できま
方は、市役所市民広場に駐車してくだ

   

61298

52191
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相談

相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。

予

… 予約制

定員があるものや申し込みが必要なものがあります。
詳細はお問い合わせください。

電

… 電話相談も可

相談内容

とき

ところ

住宅・建築相談
11/13㈬、11/20㈬、11/27㈬13:30～16:00 建築指導課
宅地建物取引士による不動産相談 11/18㈪13:00～16:00
安全生活課
司法書士による相続登記相談 11/25㈪、
12/9㈪13:00～16:00

弁護士による法律相談

暮らし
年金、
労働・社会保険相談
契約書・遺言書などの
書類作成相談
市民相談
日常生活における
心配ごと相談

11/28㈭13:00～16:00

牟呂地域福祉センター

11/28㈭14:00～15:00

愛知県東三河県民相談室

12/13㈮13:00～16:00

つつじが丘地域福祉セ
ンター

水曜日、
第3金曜日13:00～16:00

安全生活課

12/8㈰10:00～16:00

イオン豊橋南店

12/13㈮13:00～15:00

安全生活課

月～金曜日9:00～16:30

①あいトピア②つつじ
が丘地域福祉センター
①火曜日②水曜日③木曜日④金曜
③大清水地域福祉セン
日13:00～16:00
ター④牟呂地域福祉セ
ンター

健康

歯科医師による歯科健康相談 11/14㈭9:00～11:00
生活習慣病予防の栄養相談 11/14㈭、
11/28㈭9:00～16:00
こころの健康相談
12/5㈭、
12/19㈭13:00～16:00
保健所・保健センター
12/6㈮、
12/9㈪、
12/19㈭、
12/20㈮
禁煙相談
9:30～11:00
精神科医による精神保健福祉相談 12/19㈭13:30～15:30

子ども

小・中学生教育相談

月～土曜日9:00～19:00

教育会館

問合せ

建築指導課☎51・2588

予

安全生活課☎51・2304 予
※2週間前から受け付け
豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294 予
愛知県東三河県民相談室
☎52・7337 予
豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294 予
安全生活課☎51・2304 予
※2週間前から受け付け
愛知県社会保険労務士会
三河東支部☎0533・86・
5239
安全生活課☎51・2304 予
※2週間前から受け付け
安全生活課☎51・2300 電
①あいトピア☎52・1111
②つつじが丘地域福祉セ
ンター☎64・4510③大清
水地域福祉センター☎25・
6141④牟呂地域福祉セン
ター☎31・8885
健康増進課☎39・9143 予
健康増進課☎39・9140 予
健康増進課☎39・9145 予
健康増進課☎39・9140
健康増進課☎39・9145
教育会館相談室
☎33・2115 予

予

女性

月～金曜日
（11/4㉁を除く）9:00～
こども若者総合相談支 こども若者総合相談支援
土・日曜日
（11/3㈷、
11/23㈷
虐待・子育て・若者の自立相談 19:00、
援センター
「ココエール」 センター ☎54・7830 電
を除く）
9:00～17:00
悩みごと面接相談
11/8㈮、
11/22㈮13:30～15:40
男女共同参画センター 男女共同参画センター
「パルモ」
☎33・2822 予
弁護士による法律相談
11/15㈮13:30～15:30

安全・安心

DV、
セクハラなどの人権相談

11/18㈪～11/22㈮8:30～19:00、
11/23㈷、
11/24㈰10:00～17:00

悩みごと電話相談

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～15:00

消費生活相談

月～金曜日9:00～16:30

東三河消費生活総合セ 東三河消費生活総合セン
ンター
ター☎51・2305 電

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～15:00
火・木曜日9:30～15:30

—

DV電話相談
DV面接相談

男性のための悩みごと面接相談 11/10㈰13:30、
14:30、
15:30

その他

中小事業者向け金融相談

11/11㈪13:30～16:30

農家
（農事）
相談

11/18㈪13:30～15:30

結婚相談

12/3㈫18:10～21:10

債務整理などの多重債務相談 月～金曜日9:00～16:30
犯罪被害者と家族のための相談 月～金曜日9:00～17:00
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—

女性の人権ホットライン
☎0570・070・810
女性相談室☎33・3098

DV相談室☎33・9980

DV相談室☎33・9980 予
市民協働推進課
カリオンビル
☎51・2188 予
豊橋商工会議所
豊橋商工会議所
☎53・7211 予
農業委員会室
農業委員会☎51・2950
穂の国とよはし芸術劇場 こども未来政策課
「プラット」
☎51・2325 予
東三河消費生活総合セ 東三河消費生活総合セン
ンター
ター☎51・2305 電
豊橋警察署警務課住民
豊橋警察署
サービス係☎54・0110 電

