
夏休み水の教室
水の博士になろう

上下水道局施設や牟呂松原頭首工な
どを見学します。
	とき	 8/5㈬9:00～16:00
	対 象	 市内在学の小学4～6年生（保

護者同伴可）
	定 員	 20人（抽選）
	その他	 集合・解散は上下水道局※バス

使用
	申込み	 7/15㈬（必着）までに、はがき、

またはEメールで参加者全員
の住所・氏名・年齢・学校名・学
年・電話番号を営業課（〒440-
8502住所不要☎51・2761	
info_water-eigyo@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 	 34987

支 援
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

結婚支援セミナー

好意を持たれるコツや婚活パーティー
の心得などを学びます。
	とき	［男性］8/23㈰17:00、9/13㈰

14:00、9/26㈯17:00［女性］	
8/23㈰14:00、9/13㈰17:00、
9/26㈯14:00

 ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 20～39歳の独身の方（市内在

住・在勤の方優先）
	定 員	 各25人（抽選）
	その他	 受講者は10/11㈰の交流会へ

優先的に申し込み可
	申込み	 7/31㈮までにホームページで

必要事項を入力
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・

2325）
	 	 	 47955

合同企業説明会

■WEB合同企業説明会
　おうち de 合

ご う せ つ

説
スマートフォンやパソコンで企業説明
が視聴できます。
	とき	 7/30㈭～8/1㈯
	対 象	 令和3年3月卒業予定の学生

（高校生を除く）ほか
	その他	 随時ホームページで視聴
■若者就職サポート塾 in 豊橋
職業適性診断や履歴書などの添削、職
業相談会を行います。
	とき	 ①7/16㈭②9/2㈬13:00～

17:00
 ところ	 ①ロワジールホテル豊橋②豊

橋商工会議所
	対 象	 おおむね45歳未満の求職者、

家族
［共通事項］

 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 	 	 19300

催し・講座
夏休み 匠の技術を学ぼう

■型染めの技を体験しよう
着物生地を染める工程を見学し、型染
めを体験します。
	とき	 8/1㈯10:00～11:30、13:30～

15:00
 ところ	 岡本染工房
	講 師	 岡本行史さん（岡本染工房代表）
	料 金	 各200円
■プラスチック成形の技を体験しよう
プラスチック部品の製造工程を見学
し、一部工程を体験します。
	とき	 8/5㈬10:00～11:30、13:30～

15:00
 ところ	 昌興プラスチック㈱
	講 師	 福田訓央さん（昌興プラスチッ

ク㈱）
[共通事項]
	対 象	 小学4年～中学3年生
	定 員	 各5人（申込順）
	申込み	 7/1㈬～7/20㈪に商工業振興

課（☎	51・2435）
	 	 	 75896

親子ものづくり体験教室

金づちなどの工具を使い、木製の本立
てを作ります。
	とき	 7/26㈰9:00～12:00、13:30～

16:30
 ところ	 職業訓練センター
	対 象	 小学生と保護者
	定 員	 各10組（申込順）
	料 金	 各1,000円
	申込み	 7/1㈬～7/17㈮に希望時間、住

所、参加者全員の氏名、電話番
号、子どもの学年を商工業振興
課（☎51・2435	 shokogyo@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 	 75860
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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	 7/1㈬～7/10㈮に直接、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7/1㈬から豊橋市営住
宅管理センター、住宅課で配布

	 	 	 14208

日本語スピーチコンテスト出場者

	とき	 11/15㈰10:30～14:00
 ところ	 こども未来館「ここにこ」
	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（図書カード8,000円分）

などあり
	申込み	 10/21㈬（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）、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

国際交流フォト・コンテスト写真

「一枚の写真で世界とつながる」をテー
マに募集します。
	対 象	 個人（プロを除く）
	その他	 優秀賞（賞状と図書カード

5,000円分）などあり。作品は
未発表のものに限り、1人3点ま
で。作品は、11/15㈰に、こども
未来館「ここにこ」で開催の「と
よはしインターナショナルフェ
スティバル2020」で展示

	申込み	 10/21㈬までに白黒・カラー、
A4以上四つ切り以内の作品の
裏面に住所、氏名、電話番号、
写真のタイトル、撮影時期・場
所、コメントを明記して豊橋市
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）

昨年度の優秀賞作品「Like	this!」

高校生に無料で
LINEクーポンが配信できます

施設の入場料金や商品・飲食物の割り
引き、物品・サービスのプレゼントなど
のクーポンを配信します。
	対 象	 市内の事業者
	申込み	 随時、事業者名、クーポンの内

容を広報広聴課（☎51・2164）
			 　	45931

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」、
「国民健康保険食事（生活）療養標準
負担額減額認定証」は、7月31日㈮が
有効期限です。更新が必要な方は申請
してください。
	対 象	 70歳未満の国民健康保険加

入者
	申 請	 8/3㈪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

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

陸海空 男・女自衛官

	職 種	 一般曹・自衛官候補生ほか
	対 象	 18～32歳の方（来年3月卒業

予定の高校生などを含む）
 その他	 試験制度説明会など詳細は

ホームページ参照
 問合せ	 自衛隊豊橋地域事務所（☎80・

5104）、行政課（☎51・2028）
	 	 	 66251

二川宿本陣まつり
本陣句会 作品

	とき	［前期］9/30㈬まで［後期］
10/1㈭～来年2/28㈰

 その他	 本陣周辺で詠んだ未発表の
俳句で、各期1人10句まで。特
選（俳句を彫った楯）などあり
※投句用紙は二川宿本陣資料
館、美術博物館、市民文化会館
ほかで配布

 申込み	 投句用紙を二川宿本陣資料館
（〒441-3155二川町字中町
65☎41・8580）

21 広報とよはし 令和2年7月


