
令和2年度市民協働推進補助金

事業報告

補助金を受けた市民団体などが行った

活動をパネルで展示します。

 とき 6/21㈪～6/30㈬

 ところ 市役所市民ギャラリー

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2483）

   10339

教科書展示会

小・中学校などの教科書見本を閲覧で

きます。

 とき 6/4㈮～6/22㈫（月曜日を除く） 

平日9：30～19：00、土・日曜日 

9：30～17：00　

 ところ 中央図書館

 問合せ 教育会館（☎33・2113）

   66244

四季の行事教室 七夕のつどい

七夕にちなんだ歌やゲームなどを楽し

みます。

 とき 6/27㈰13：00～15：00

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住の小学生と家族

 定 員 20組（抽選）

 料 金 1人100円 

 申込み 6/10㈭までに青少年センター

（☎46・8925）※青少年センター

ホームページからも申し込み可

のびるん de サマー

夏休み限定の児童クラブを開設します。

 とき 7/21㈬～8/31㈫（土・日曜日、

祝日を除く）

 ところ 下条校区市民館ほか

 対 象 市内在学の小学生

 料 金 12,000円

 その他 保護者の就労などが必要。開設場

所など詳細はホームページ参照

 申込み 6/7㈪～6/18㈮に申込書など

を生涯学習課（☎51・2856） 

※申込書などは生涯学習課、

ホームページで配布

   82913

福祉講演会 初めてでも安心

福祉の仕事について知ろう！

福祉関係の仕事に役立つ情報や資格

などを学びます。

 とき 7/18㈰13：30～15：00

 ところ あいトピア

 講 師 丸山冬芽さん（NPO法人福祉

サポートセンターさわやか愛知）

 定 員 30人（申込順）

 申込み 7/12㈪までに電話で豊橋市社

会福祉協議会（☎52・1111）

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を

します。　

 とき 6/10㈭、7/8㈭13：30～15：00

 ところ 保健所・保健センター　

 対 象 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族　

 申込み 随時、健康増進課（☎39・9145）

   6779

催し・講座

自然史博物館ワークショップ

■漂着物を観察しよう 

海岸に打ち上げられた骨や貝を観察し

ます。

 とき 7/3㈯9：00～12：30

 ところ 表浜海岸

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

 定 員 20人（抽選）

 その他 集合・解散は総合動植物公園 

※バス使用

 申込み 6/17㈭（必着）までに返信先明

記の往復はがきで行事名、参

加者全員の住所・氏名・年齢・電

話番号を自然史博物館（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）

■外来魚調査隊

外来魚の見分け方や問題点について

学びます。

 とき 7/28㈬9：20～12：00（雨天順

延7/29㈭）

 ところ 向山大池

 対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）

 定 員 30人（抽選）

 料 金 200円 

 その他 集合・解散は市民文化会館前

 申込み 7/1㈭（必着）までに返信先明

記の往復はがきで行事名、参

加者全員の住所・氏名・年齢・電

話番号を自然史博物館（〒441-

3147大岩町字大穴1-238☎

41・4747）

［共通事項］

 講 師 自然史博物館学芸員
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募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

婚活サポーター

市の結婚支援事業に関する情報の提供や

相談・助言、出会いの橋渡しを行います。

 任 期 登録日から2年間

 対 象 20歳以上の方

 定 員 10人程度

 その他 7/16㈮14：00～15：30に開催

する研修会への参加が必要

 申込み 随時、申込書を子育て支援課

（☎51・2325）※申込書はホー

ムページで配布

   38906

高校生技術アイデア賞の

応募作品

個人・団体で考えた作品またはアイデ

アを募集します。

 対 象 東三河地域に在住・在学の高校生

 部 門 ①作品②アイデア

 その他 ①は書類・プレゼンテーション

審査②は書類審査あり。最優秀

賞（賞金①10万円②3万円）な

どあり

 応 募 9/15㈬までに応募用紙を商工

業振興課（〒440-8501住所不

要☎51・2435）※応募用紙は

ホームページで配布

   9148

昨年度の作品部門 最優秀賞 「RAKU・HAKO」

子ども医療費の払い戻しは

5年以内に申請してください

 対 象 保険診療による自己負担額で

①18歳到達の年度末までの入

院費②中学3年生までの通院費

その他 ①のうち16～18歳の分は令和

2年10月分以降が対象。②のみ 

窓口センターでの申請可

 申 請 医療費を支払った日の翌日から

5年以内に、領収書、子どもの

健康保険証、保護者名義の預

金通帳を子育て支援課（☎51・

2335）または各窓口センター

   83080

まちの居場所の参加者の

事故などを補償します

高齢者が気軽に集うことができる「ま

ちの居場所」の参加者や、日常生活を

支援する「助け合い活動」のサービス

を受けている方などの事故やけがを補

償します。なお、補償を受けるには「お

互いさまのまちづくりネットワーク」へ

の事前加入が必要です。補償内容など

詳細は、長寿介護課で配布の案内パン

フレットやホームページをご覧ください。

 問合せ 長寿介護課（☎51・2330）

   75811

機能訓練事業 水泳による訓練

水中で身体を動かし、身体機能の保持

を図ります。

 とき 7/1～8/12の木曜日（全6回。

7/22㈷を除く）18：00～19：00

 ところ アクアリーナ豊橋

 対 象 市内在住の障害者手帳所持者 

（重度障害者は介護者同伴）と家族

 講 師 壁谷田恵子さん（水泳インスト

ラクター）

 定 員 10組（申込順）

 その他 競泳指導不可。家族、介護者も

入水して参加

 申込み 6/1㈫から、さくらピア（☎53・

3153  53・3200）

   32402

支 援

児童手当の現況届の

提出期限は6月30日㈬です

6月分以降も継続して児童手当を受け

るには、現況届の提出が必要です。現

況届は6月上旬に対象者宛てに郵送し

ます。6/10㈭を過ぎても届かない方

は、お問い合わせください。

 問合せ 子育て支援課（☎51・3161）

   83078

高校生の未来を応援！

返還義務のない奨学金を支給します

 期 間 認定から修学期間終了まで

 対 象 来年3月に市内の高校・高等専

修学校を卒業し大学などへ進

学予定で、保護者が市内在住か

つ経済的な理由により修学が

困難な学生

 定 員 市内の高校・高等専修学校から

の推薦により各1人

支給額 30～40万円（学費に応じて決定）

 申 請 各学校の指定日までに申請書

を各在籍校※申請書は教育政

策課、各学校、ホームページで

配布

 問合せ 教育政策課（☎51・2819）

   65957
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