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広報エフエムとよはし（15分間）
月〜金曜日 7:45、12:30

市からのお知らせ（1分間）
月・水・金曜日 6:00、8:00、

10:00ほか5回
火・木・土・日曜日 5:00、7:00、9:00

ほか5回

市長のメッセージ（5分間）
第1土曜日または第2土曜日  21:00

掲載記事に対象を明記していないものは、どなたでも参加できます。また、料金を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
市ホームページ（ https://www.city.toyohashi.lg.jp/ ）の「広報とよはしから探す」に掲載記事の 　番号を入力すると、該当するページをご覧いただけます。

広報とよはしは、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

ティーズ（CATV）地デジ12ch

とよはしNOW（5分間）
毎日 7:15、12:15、15:15、

18:15、22:15

※YouTubeでも視聴できます

ラジオニッケイ（インターネットラジオ）
※ポルトガル語での放送です

市政情報
番組を放送しています

新型コロナウイルス感染症によるイベントなどの延
期や中止・変更については、各問合先へご連絡いただ
くか、各ホームページでご確認ください。
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卓球
　八木克勝選手

東京２０２０パラリンピック競技
大会に出場した豊橋ゆかりの
アスリートが活躍されました。
その姿は私たちを元気づけ、
感動を与えてくれました。

TOKYOTOKYO
２０２０２０２０



新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
※最新の情報はホームページをご覧ください

12～15歳の方の新型コロナワクチンのクーポン券について

新型コロナワクチンに関する Q A＆
Q
A

妊娠が分かって間もないけど接種してもいい？

週数に関係なく接種できます。接種をお考えの

方は、かかりつけの産科医にご相談ください。

ワクチンコールセンター ☎0570・09・5670　 　　　　　84691問合せ H P

9月に12～15歳の方にクーポン券を発送しました。令和3年10月2日以降に12歳になる方には、誤接種を防ぐため、
以下のスケジュールで郵送します。

感染症対策室 ☎39・9104

家族に、せきや発熱などの症状が出た場合、新型コロナウイルスに感染していると診断されていない状態でも、家庭内での
感染リスクを抑えるため以下のことを実践し、なるべく早く医療機関を受診しましょう。

家族に風邪のような症状が見られたら

寝室や食事をする部屋を分
けて生活しましょう。接触す
る人は1人に決めて、必ずマ
スクをつけて対応します。

タオルや歯磨きコップなど
の衛生用品を共有しない
ようにしましょう。

問合せ

□自主隔離をする □物の共有を避ける

帰宅時以外にも手洗いや消
毒を小まめに行います｡特に
看護にあたる方は、その都度
手洗いと消毒をしましょう。

□小まめに手を洗う

まずは家庭に持ち込まないようにするため、日頃から感染症対策を徹底しましょう

Q
A

インフルエンザワクチンは同時に接種できる？

同時に接種することはできません。接種前後、必

ず2週間の間隔を空けてからインフルエンザワク

チンを接種してください。

定期的に換気を行いましょ
う。共有スペースや他の部
屋も、開けっ放しにするな
ど換気を徹底しましょう。

□換気を徹底する
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ポイント

3 広報とよはし 令和3年10月

区　分 クーポン券発送予定日

平成21年10月2日～11月1日生まれ 10月上旬

平成21年11月2日～12月1日生まれ 11月上旬

平成21年12月2日～平成22年1月1日生まれ 12月上旬

平成22年1月2日～2月1日生まれ 1月上旬

平成22年2月2日～3月1日生まれ 1月下旬

保護者の皆さまへ
接種の際は原則、保護者が
同伴し、接種後15～30分程
度はお子さん
のようすを観察
してください。



おはなしのへやが市電に出張! 
おはなしでん
市電に乗りながら、読み聞かせや手遊びを楽しみます。
とき 	 10/29㈮10:35〜11:05
対象 	 	未就学児と保護者（2人1組）
定員 	 	10組20人程度（抽選）
その他	 	集合は駅前電停、解散は運動公園前電停。プレゼ

ント（しゃぼん玉ほか）あり
申込み	 		10/1㈮9:00〜10/18㈪17:00にホームページで

必要事項を入力
問合せ	 		都市交通課（☎51・2620）
H P 	 	84632

令和4年4月採用 
豊橋市職員 技能労務職
職種 	①養護員②動物飼育員③その他労務職
定員 	 	①②各若干名③5人程度
給与 	 	給料のほか、期末・勤勉手当など各種手当を支給
その他	 	募集要項などは人事課、市役所じょうほうひろ

ば、各窓口センターほかで配布
申込み	 	10/1㈮〜10/26㈫にホームページで必要事項

を入力
問合せ	 		人事課（☎51・2041）
H P 	 	8399
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もの忘れ脳ドックを 
受け付けています
認知症の兆候を早期に発見する脳ドックが受けられます。
とき 	月〜金曜日（祝日を除く）
ところ 	 	市民病院
対象 	 	50歳以上の方
定員 	 	各2人（申込順）
料金 	 		24,750円
その他	 	検査内容など詳細は市民病院ホームページ参照
申込み	 		随時、予防医療センター（☎33・6271）

消防団員を募集します
災害時の対応や火災予防などの防災活動を行います。
対象 	 	市内在住・在勤で18〜49歳の男性、18〜54歳

の女性
申込み	 	随時、各消防団、消防本部総務課（☎51・3111）
H P 	 29731

10月9日㈯に 
まちなか広場がオープン!
イベントの開催や憩いの場として利用できます。
ところ 	 	e

エ ム
mC

キ ャ ン パ ス
AMPUS内（駅前大通二丁目83）

多目的空間の貸し出し
マルシェやスポーツなどのイベントを開催できる多目的
空間を貸し出していますので、ぜひご利用ください。申請
方法など詳細はホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
［共通事項］
問合せ	 	まちなか活性課（☎55・8101）
H P 	 	87820

便利で楽しい! 
初心者向けスマホ教室
アプリやインターネットなどの使い方を体験しながら学
びます。
対象 	おおむね65歳以上の方
定員 	 	各4人（申込順）
持ち物	 	スマートフォンまたはタブレット端末
申込み	 	10/5㈫〜10/22㈮に行政デジタル推進室（☎

51・2081）
H P 	 		87967

と き ところ（各地区市民館）
11/11㈭、12/16㈭ 羽根井
11/18㈭ 南稜
11/25㈭、12/21㈫ 南部
11/30㈫ 二川
12/2㈭、来年1/18㈫ 東部（飯村分館）
12/7㈫、1/13㈭ 吉田方
1/20㈭ 青陵
1/25㈫ 豊城
各日10:00〜11:00、12:30〜13:30、14:00〜15:00
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収入と支出収入と支出（一般会計）（一般会計）

豊橋市豊橋市のの財政状況財政状況ををお知らせしますお知らせします

市税（市に納められる市税（市に納められる
税金）税金） 17.617.6万円万円

国や県から国や県から
交付されるお金交付されるお金 23.923.9万円万円 市債（借入金）市債（借入金） 2.52.5万円万円

その他その他 4.24.2万円万円

民生費民生費（子どもや高齢者（子どもや高齢者
などの支援に使うお金）などの支援に使うお金） 14.414.4万円万円

その他その他 3.53.5万円万円土木費土木費（道路や市営住宅、（道路や市営住宅、
公園などの整備に使うお金）公園などの整備に使うお金） 4.74.7万円万円

総務費総務費（防災や広報、（防災や広報、
選挙などに使うお金）選挙などに使うお金） 13.213.2万円万円

衛生費衛生費（保健事業や（保健事業や
ごみ処理などに使うお金）ごみ処理などに使うお金） 4.34.3万円万円
公債費公債費（借入金の（借入金の
返済に使うお金）返済に使うお金） 2.42.4万円万円

教育費教育費（学校教育や（学校教育や
生涯学習などに使うお金）生涯学習などに使うお金）

※支出のうち新型コロナウイルス感染症対策は※支出のうち新型コロナウイルス感染症対策は
　11.9万円　11.9万円4.34.3万円万円

令和２年度に実施した令和２年度に実施した主な事業主な事業

市内の小・中学生市内の小・中学生
全員にタブレット型端末を配付

子どもの医療費子どもの医療費
助成を拡充助成を拡充

新たな新たな
斎場の整備斎場の整備

手術支援手術支援
ロボットシステムを増設ロボットシステムを増設

令令 和和 　 年年 度度 決決 算算 報報 告告22

48.248.2万円万円

46.846.8万円万円

市民市民
1人当たり

に
1人当たり

に

換算すると
…

換算すると
…

令和2年度に納められた税金などが、どのように使われたかをお知らせします。

令和2年度の収入は1,800億9,780万円、支出は1,749億1,731万円となり、収支は51億8,049万円の黒字となりました。

収入収入

支出支出

約33,000台のタブレット型端末や、無線LANアクセ
スポイントなどのネットワーク環境を整備したことで、
オンライン授業や電子教材などを活用した学習がで
きるようになりました。

　中学生までの入院や通院にかかる自己負担額の
助成に加え、18歳までの入院医療費にかかる自己負
担額を助成し、子育て世帯の負担を軽減しました。

火葬炉12炉と動物炉1炉を保有し、プライバシーの
確保や自然環境などに配慮した新たな斎場を整備し
ました。ユニバーサルデザインを採用したことで、す
べての人が快適に利用できるようになりました。

傷口を小さく抑え、患者への負担を軽減できる手術
支援ロボットシステムを1台増設しました。2台体制と
したことで、手術待ち日数が短縮でき、より多くの手術
に対応できるようになりました。

　新型コロナウイルス感染症対策

〔令和3年4月1日時点〕

約3.3億円

約13億円

約21億円

末

約28億円

令 和 ２ 年 度

人事行政の運営状況などを公表しました
令和2年度の市職員の給与、勤務条件、分限・懲戒などの状

況を公表しました。報告書は、ホームページや市役所じょうほう
ひろばで閲覧できます。

■令和2年度と令和3年度の職員数の状況
令和3年度の職員数は、令和2年度から42人増の3,788人です。

■公平委員会の業務の状況
　勤務条件に関する措置要求および不利益処分に関する不服
　申し立てはありませんでした。

特別職の報酬など

取り組み② 取り組み③

約8億4,582万円 約410億7,494万円 約23億4,159万円 問合せ　財政課（☎51・2117）　　　H P　   20033

問合せ    人事課(☎51・2050)             H P　   8376

(施設整備費の総額は約29億円)

市長

副市長

議長

副議長

議員

支給月額

1，091,000円

915,000円

716,000円

651,000円

585,000円

期末手当

5,299,532円

4,444,612円

3,477,970円

3,162,232円

2,841,636円

区　分

給   

料

報　

酬

平均給料 平均年齢

320,984円 39.1歳

労務職 306,826円 44.0歳

区　分

一般行政職

職員の平均給料月額・年齢

感染症対策と医療体制の整備　

・PCR検査センターの運営
・消毒用アルコールやパーテーショ
  ン、非接触体温計の購入
・避難所運営に必要な感染症対策
  用品の購入

市民生活を守る 経済活動の支援

購入

取り組み①

・愛知県の休業要請に応じた事
業者などへの協力金を交付
・飲食店がテイクアウトなどを導
入したときの費用を補助
・中小事業者に対する賃料の
補助

・特別定額給付金の支給
・新生児臨時特別給付金の支給
・小・中学校休業中の昼食費相
当額の助成
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令和3年度の職員数は、令和2年度から42人増の3,788人です。

■公平委員会の業務の状況
　勤務条件に関する措置要求および不利益処分に関する不服
　申し立てはありませんでした。

特別職の報酬など

取り組み② 取り組み③

約8億4,582万円 約410億7,494万円 約23億4,159万円 問合せ　財政課（☎51・2117）　　　H P　   20033

問合せ    人事課(☎51・2050)             H P　   8376

(施設整備費の総額は約29億円)

市長

副市長

議長

副議長

議員

支給月額

1，091,000円

915,000円

716,000円

651,000円

585,000円

期末手当

5,299,532円

4,444,612円

3,477,970円

3,162,232円

2,841,636円

区　分

給   

料

報　

酬

平均給料 平均年齢

320,984円 39.1歳

労務職 306,826円 44.0歳

区　分

一般行政職

職員の平均給料月額・年齢

感染症対策と医療体制の整備　

・PCR検査センターの運営
・消毒用アルコールやパーテーショ
  ン、非接触体温計の購入
・避難所運営に必要な感染症対策
  用品の購入

市民生活を守る 経済活動の支援

購入

取り組み①

・愛知県の休業要請に応じた事
業者などへの協力金を交付
・飲食店がテイクアウトなどを導
入したときの費用を補助
・中小事業者に対する賃料の
補助

・特別定額給付金の支給
・新生児臨時特別給付金の支給
・小・中学校休業中の昼食費相
当額の助成

広報とよはし 令和3年10月7



広報担当者が取材した市内のイベントや
最近の話題を紹介します。

　市民プールでの思い出などを綴るメッ
セージボードを設置し、幅広い年齢層の方
からたくさんのエピソードや感謝の言葉が
付箋に書き込まれました。来場者は、名残惜
しみつつも、市民プールでの最後の泳ぎを
思い切り楽しんでいました。

市民プール56年の歴史に幕
「最後の夏」お別れイベント
市民プール

8/24
㈫

マイナンバーカードの申請を
ワクチン集団接種会場で受け付け
市役所

　新型コロナワクチンの集団接種で来庁する機
会を活用し、マイナンバーカードの申請受け付け
を行いました。事前予約制のため、顔写真の無料
撮影から申請までをスムーズに行うことができ、
窓口の混雑緩和につながりました。

二川南小学校

　大地震を想定し、Wi-Fi環境や防災アプリを活用した訓
練を行いました。参加者は、避難者の受け入れに必要な名
簿作成などの作業を、一つ一つ丁寧に確認していました。

市役所

　Bリーグの三遠ネオフェニックス2021-22シーズンに向
け、8名の選手が新たに加入しました。選手たちは、感動を
与えるプレーがしたいと力強く意気込みを語りました。

9/12
㈰

8/26
㈭

9/2
㈭

前田さん

避難所開設訓練三遠ネオフェニックスに選手加入

平日は仕事なので、
同時にできて
助かりました!

アトイレ

よく遊びに来ました。
楽しかった！

えんさん
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のんほいパークのイベントや最近の話題などを紹介します。

動植物園 ☎41・2185 ／ 自然史博物館 ☎41・4747 ／ 豊橋みどりの協会 ☎41・7400
〒441-3147 大岩町字大穴1-238

大迫力の大型映像を楽しもう
　大好評だった大型映像「ウォーキング
withダイナソー」と「フライングモンスター」
が自然史博物館に帰ってきます!太古の地
球で生活する恐竜のようすを、日本最大級
の巨大スクリーンで12月3日㈮まで上映し
ます。臨場感あふれる映像をぜひ、体験して
ください。上映スケジュールなど詳細は自然
史博物館ホームページをご確認ください。

ウォーキング with ダイナソー ⒸBBC Worldwide Ltd. 2014

休園日　月曜日（月曜日が祝・休日の場合は翌平日）　料金　明記していないものは無料（入園料必要）
駐車料金　普通車200円、中・大型車400円

収蔵庫見学会 魚類
収蔵庫に保管されている未公開資料を見学でき
ます。
と　き 10/16㈯11:00～11:30、13:30～14:00
ところ 自然史博物館
講　師 当館学芸員
定　員 各15人（先着順）
問合せ 自然史博物館みどりの講座 大きな松ぼっくりで

クリスマスオーナメントを作ろう
松ぼっくりに木の実などを付けて、クリスマス飾り
を作ります。
と　き  11/27㈯9:00～10:30、11:00～12:30、

14:00～15:30
対　象  市内在住・在学・在勤の方（小学生以下は保

護者同伴）
講　師 井上恵子さん（ことの葉） 
定　員 各15人（抽選）
料　金 各900円
入園料 無料
申込み 10/12㈫（必着）までに、返信先明記の往

復はがき（1枚2人まで）で講座名、希望時
間、参加者全員
の郵便番号・住
所・氏名・年齢・
電話番号、市外
在住の方は勤務
先を豊橋みどり
の協会

ハロウィンを楽しもう
本物のカボチャを使用したハロウィン飾りを展示
します。
と　き 10/1㈮～10/31㈰
ところ 温室内イベントのへや 

自然史博物館ワークショップ
砂の中から微小貝を探そう
と　き 10/9㈯14:00～15:00
ところ 自然史博物館　定員  30人（先着順）
身近な植物を観察しよう
と　き 10/30㈯10:00～12:00
ところ 総合動植物公園「のんほいパーク」ほか
定　員 20人（抽選）
申込み  10/14㈭（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

［共通事項］
講　師 当館学芸員　問合せ  自然史博物館

ウォーキング with ダイナソー ⒸBBC Worldwide Ltd. 2014ウォーキング with ダイナソー ⒸBBC Worldwide Ltd. 2014ウォーキング with ダイナソー ⒸBBC Worldwide Ltd. 2014ウォーキング with ダイナソー ⒸBBC Worldwide Ltd. 2014
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さくらピア

図書館 美術博物館 二川宿本陣資料館＆駒屋

視聴覚教育センター＆地下資源館 少年自然の家 豊橋競輪場

こども未来館「ここにこ」

公共施設で開催するイベントなどを紹介します。

問合せ　�中央図書館 ☎31・3131、向山図書館 ☎62・
2944、大清水図書館 ☎39・5900

休館日　�月曜日、第４金曜日

スタッフの
おすすめ本 10

月

古文書に親しむ講座（応用編）
織田信長や豊臣秀吉、徳川家康が記した古文書を
読み解きます。
と　き� 11/7～11/28の日曜日（全4回）10:00～

11:30
ところ� 中央図書館　講師��当館学芸員
定　員� 15人（抽選）
申込み� 10/13㈬～10/26㈫に中央図書館

歴史に残る芸術作品は、
芸術家たちの「こじらせ」
から生まれたものだった？
巨匠たちの一風変わった
エピソードや人間関係を
知ることで、芸術鑑賞がよ
り楽しくなる一冊です。

ハッピーハロウィン! ハッピーブック!
ハロウィンに関する本の紹介や、子ども向けのクイ
ズを楽しめます。
と　き� 10/1㈮～10/31㈰
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館

豊橋の百年企業�豊橋の書店�豊川堂と精文館
100年前の豊橋の読書文化を紹介します。
と　き� 10/16㈯～11/14㈰
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館

図書館ホームページをご活用ください
図書館のホームページでは、開館状況やイベント情報など最
新の情報を掲載しているほか、資料の検索・予約や貸出期間の
延長、デジタル資料の閲覧などができます。
問合せ� 中央図書館

『こじらせ美術館』
著者:ナカムラ クニオ

ホーム社 2021.5

織田信長朱印状（羽田八幡宮所蔵）
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問合せ　☎51・2882　休館日　月曜日

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日

開館30周年記念�
竹久夢二展
大正ロマンを代表する画家の肉筆画や
版画などを紹介します。
と　き� 10/2㈯～11/14㈰
ギャラリートーク
と　き� 10/9㈯、10/31㈰14:00
講　師� 当館学芸員

［共通事項］
ところ� 二川宿本陣資料館
問合せ� 二川宿本陣資料館

びはく講座�草
そう
土
ど
社
しゃ
の作家たち

美術家グループ草土社や岸田劉生の作品などをテーマ
に話します。
と　き� 10/16㈯14:00～15:00
講　師� 当館学芸員
定　員� 24人（申込順）
申込み� 10/5㈫から美術博物館ホームページで必要事

項を入力

芳年�激動の時代を生きた鬼才浮世絵師
月岡芳年が幕末や明治に描いた浮世絵約260点を展
示します。
と　き� 10/9㈯～11/23㈷
観覧料� 一般・大学生800円（600円）、小学生～高校生

400円（300円）※（　）内は前売・団体料金
記念講演会�芳年�魅力のからくり
と　き� 10/23㈯14:00～15:30
講　師� 神谷浩さん（徳川美術館副館長）
定　員� 40人（抽選）
申込み� 10/11㈪までに、美術博物館ホームページで必

要事項を入力

月岡芳年「義経記五條橋之図」 明治14（1881）年

秋の本陣音楽会�雅楽
と　き� 11/7㈰10:30　ところ��二川宿本陣資料館
出　演� 雅楽二重奏 菊理　定員��30人（申込順）
料　金� 無料（入館料必要）
申込み� 10/10㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館

本陣体験講座�
大正ロマンで包もう�風呂敷ラッピング講座
箱や瓶などの包み方を学びます。
と　き� 11/6㈯10:30～11:30
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 伊藤わかよさん（伝統文化ふろしき風の会愛知代表）
定　員� 20 人（申込順）　料金��800円
申込み� 10/9㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

竹久夢二「港屋絵草紙店」 大正3（1913）年

和菓子作り体験講座�くりきんとん
と　き� 10/15㈮13:30～16:00　ところ��駒屋
定　員� 12人（申込順）　料金��1,000円
申込み� 10/5㈫10:00から電話で駒屋

本陣古文書講座（中級コース）
江戸時代の古文書を解読します。
と　き� 10/16、10/30、11/13、11/27、12/11の

土曜日（全5回）13:30～15:00
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 美術博物館学芸員
定　員� 15人（申込順）
料　金 400円（展示見学の場合は別途、入館料必要）
申込み� 10/3㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館

月岡芳年は、動きの中の一瞬を切り取る表現を得
意としていました。この作品では、右の源義経が
飛び上がりながら、日の丸が描かれた扇を左の弁
慶に投げつけた瞬間を捉えています。中央に満月
を配置し、人物や橋の欄干などを扇形に構成する
ことで義経が投げた扇を暗示する、しゃれた構図
の作品です。

学芸員の作品紹介
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

問合せ　☎21・5525
休館日　��水曜日
子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号

22ページの「パパママ」に掲載しています。

似っ展
芸能人や著名人の似顔絵を展示します。
と　き� 10/9㈯～10/17㈰9:30～17:00

ハッピーすまいるピクニック
ハロウィンをテーマにした工作や雑貨の購
入が楽しめます。
と　き� 10/31㈰10:00～16:00 パティシエになろう! モンブランを作ろう!

と き 11/6㈯13:30～15:30
講 師 マッターホーン

体
験
１

煮込みナポリタンとエッグタルト
と き 11/13㈯10:00～12:30
講 師 豊橋創造大学短期大学部

体
験
２

体験
プログラム

その他:各種プログラムなど詳細はホームページ参照 
申込み:10/1㈮10:00～10/15㈮17:00に、こども未
来館ホームページで必要事項を入力

つくってあそぼう工作の日
かざぐるまや飛行機などの科学キットを使った工作を楽
しめます。
と　き� 10/17㈰13:00～ 

15:00（随時、参
加可）

料　金� 100～2,200円

ミニワークショップ�ブーメランヒコーキ
投げると宙返りする飛行機を作ります。
と　き� 10/2㈯～10/31㈰の土・日曜日（10/24㈰を 

除く）11:10
定　員� 各10人（先着順）
料　金� 各500円

星を見る会�お月様のかくれんぼ2
今年2回目の皆既月食を天体望遠鏡などで観察します。
と　き� 11/19㈮16:30～17:30（天候不順の場合は中止）
対　象� どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定　員� 40人（抽選）
申込み� 10/10㈰～10/17㈰ 

に視聴覚教育セン
ターホームページ
で必要事項を入力

おもしろサイエンスの日�音で遊ぼう
工作や聴診器などを使った実験を通し、音の仕組みを学
びます。
と　き� 10/24㈰13:00～

15:00（随時、参加可）
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問合せ　☎61・3136

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日　

問合せ　☎21・2301　  9815　休館日　月曜日
ところ　少年自然の家
申込み　10/1㈮～10/15㈮に電話で少年自然の家

1㈮

2㈯  
3㈰  
4㈪  
5㈫  
6㈬  
7㈭  
8㈮  
9㈯  

10㈰  
11㈪  
12㈫  
13㈬  
14㈭  
15㈮  
16㈯  
17㈰  
18㈪  
19㈫  
20㈬  
21㈭

22㈮

23㈯  
24㈰

25㈪  
26㈫

27㈬

28㈭

29㈮  
30㈯

31㈰

10月

防府
(ＦⅠ）

熊本記念
(ＧⅢ）

in久留米

大宮
(ＦⅠ）

関東カップ

弥彦
寛仁親王牌

(ＧⅠ）

岐阜
(ＦⅠ）

小松島
(ＦⅠ）

松阪
(ＦⅠ）

福井
(ＦⅠ）

京王閣
(ＦⅠ）

青森
(ＦⅠ）

ナイター

別府
(ＦⅠ）
ナイター

川崎
(ＦⅠ）

ナイター

武雄
(ＦⅠ）

西日本カップ
弥彦
(ＦⅠ）

平塚記念
（ＧⅢ）

函館
(ＦⅠ）

ナイター

前橋
(ＧⅢ）

ナイター

防府記念(ＧⅢ）

寄せ植え講座
季節の花苗を使った寄せ植えを作
ります。 
と　き� 11/12㈮13:30～14:30 
講　師� マルシェ＆カフェ はなやさい
定　員� 20人（申込順）
料　金� 1,500円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 10/1㈮9:00から、さくらピア

自然溢
あふ
れるサイクリングロードでサイクリング体験

と　き� 11/20㈯9:30～12:00
対　象� 身長120cm以上の小学4年～

中学3年生
講　師� カントリーモーニング
定　員� 10人（抽選）　料金��500円
その他� マウンテンバイクとヘルメッ

トの貸し出しや、保護者向け
e-bike試乗体験あり

シェアリングネイチャーウェルネス体験会
初心者でも簡単にできるアウトドア
炊飯の方法を学びます。
と　き� 11/14㈰9:30～15:00
対　象� 18歳以上の方
講　師� とよはしネイチャーゲーム

の会
定　員� 20人（抽選）　料金��500円

トワイライトライブ
ウクレレによるハワイアンミュージッ
クの演奏を楽しめます。
と　き� 10/30㈯15:00～16:30
出　演� AYU & MAKI（ウクレレ演

奏家）

地元選手紹介�
120期�山本さくら選手
　7月にデビューした山本選手の魅
力の一つであるダッシュ力は、全日
本選手権で準優勝するほどの実力
を誇るテコンドーに打ち込んだこと
で培われました。「思い切りのいい走
りに注目してほしい」と語る山本選
手の今後の活躍にぜひ、ご期待くだ
さい!

早朝前売�7:30���開門予定�10:00
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演
劇・コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
公
演
や
、ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
な
ど

参
加
型
の
イ
ベ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

スポーツに関するイ
ベントや

話題などを紹介しま
す。

HSPスポーツ塾
　

跳び箱と鉄棒のうち、いずれかの技を練習します。
とき：10/16㈯①10:00～10:50②11:00～11:50　ところ：
総合体育館　対象：①年長児～小学1年生②小学2～5年生 
定員：各20人（申込順）　料金：各1,100円　持ち物：室内用運動
靴　申込み：随時、総合体育館（☎32・9611）　  87836

スポーツ教室
　

乗馬教室
とき：11/21㈰14:00～16:00　ところ：高師緑地馬場　対象：
小学5年生～70歳の方　定員：5人（申込順）　料金：1,500円
スケート教室
とき：12/5～12/26の日曜日（全4回）8:30～10:00　とこ
ろ：アクアリーナ豊橋　対象：年長児以上　定員：120人（申込
順）　料金：高校生以上3,000円、中学生以下2,500円

［共通事項］その他：ソフトテニス教室も別会場で開催。日程
など詳細はホームページ参照　申込み：10/6㈬10:00から
料金を豊橋市体育協会（☎63・3031）　  87837

市民スポーツ祭
　

ラグビーフットボール大会
とき：11/7㈰9:00　申込み：
10/31㈰までに申込書を豊
橋市体育協会
サッカー大会
とき：12/26㈰9:00　料金：１
チーム1,000円　申込み：11/14㈰までに申込書を豊橋市
体育協会

［共通事項］ところ：市民球技場　対象：市内在住の小学生以
上　その他：ターゲットバードゴルフ大会も別会場で開催。
日程など詳細はホームページ参照。申込書は豊橋市体育
協会で配布　問合せ：豊橋市体育協会（☎63・3031）　  
87838

B.LEAGUE 2021-22シーズン開幕!!
豊橋での開幕戦などを観戦できます。
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦
とき：10/27㈬19:05
信州ブレイブウォリアーズ戦
とき：11/10㈬19:05

［共通事項］ところ：総合体育館　料金：［2階自由席］
大人2,500円、小学生～高校生1,500円［1階サイ
ド指定席］大人3,000円ほか（前売料金。席種など
詳細は三遠ネオフェニックスホームページ参照） 
チケットの販売：随時、三遠ネオフェニックスホーム
ページ　問合せ：㈱フェニックス（☎35・7528）、「ス
ポーツのまち」づくり課（☎51・2866）

ゴールをねらえ!

豊橋開幕戦の
応援よろしく!

14



演
劇・コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
公
演
や
、ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
な
ど

参
加
型
の
イ
ベ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

スポーツに関するイ
ベントや

話題などを紹介しま
す。

市民と創造するダンス公演 舞踏 豊橋妖怪百物語
とき:11/21㈰14:30　ところ:穂の国とよはし芸術劇場「プラット」　振付・演出:田村一行（大駱駝艦）　入場料:全
席自由。整理番号付き。一般1,000円、25歳以下500円　チケットの販売:10/2㈯10:00からプラットチケットセ
ンター（☎39・3090）※初日は電話・オンライン販売のみ

とき：12/4㈯、12/5㈰14:30　ところ：穂
の国とよはし芸術劇場「プラット」　作・演
出：野田慈伸　出演：平田満、井上加奈子ほ
か　入場料：全席自由。 整理番号付き。一
般3,500円、25歳以下1,700円、高校生
以下1,000円　チケットの販売：会員先行
は10/9㈯10:00からプラットチケットセ
ンター（☎39・3090）、一般は10/23㈯ 
10:00からプラットチケットセンターほ
か※各初日は電話・オンライン販売のみ

アル☆カンパニー P
ポ ー ピ ー

OPPY!!!

名ヴァイオリニスト クライスラーを愉
たの

しむ音楽会
とき：11/24㈬14:00　曲目：愛の喜び 愛の悲しみほか　出演：辻純佳 （ヴァイオリン）
祈りと憧れ
とき：12/24㈮14:00　曲目：前奏曲、コラールとフーガほか　出演：波多野菫（ピアノ）
こでまりデュオ チューバとピアノで巡る20世紀
とき：来年1/8㈯14:00　曲目：ラプソディー・イン・ブルーほか　出演：磯谷莉佳（ピアノ）、
加藤由依子（チューバ）
 [共通事項]
ところ：穂の国とよはし芸術劇場「プラット」　入場料：全席自由。整理番号付き。各500円 
チケットの販売：随時、プラットチケットセンター（☎39・3090）、市民文化会館(☎61・
5111）　問合せ：プラットチケットセンター

プラットワンコインコンサート2021

とき：12/10㈮18:00、12/11㈯13:00、
12/12㈰13：00　ところ:穂の国とよはし芸
術劇場「プラット」　作:ロバート・アイク　翻
訳:小田島恒志　演出:栗山民也　出演：大竹
しのぶ、橋本さとし、益岡徹ほか　入場料:
全席指定。S席10,000円、A席8,000円、 
B席6,000円ほか　チケットの販売:会員先
行は10/16㈯10:00からプラットチケット
センター（☎39・
3090）、一般は
10/23㈯10:00か
らプラットチケット
センターほか※各
初日は電話・オンラ
イン販売のみで、
1人1申し込みにつ
き1公演4枚まで

ザ・ドクター

　2018年の秋の暮れに、「豊橋
妖怪百物語」の著者である内浦
有美さんとお会いし、朗読を聞
きながら市内各所を巡る「豊橋
妖怪ツアー」に参加しました。懐
中電灯を片手に嵩山の蛇穴を
探索し、お弓橋で出会う怪火を
思い、石巻神社の灯篭に小石を
供え、山頂から天狗と同じ景色
を眺める…。至る所で体験した
不思議な物語は、どれも刺激に
あふれていました。
　そしてその時、私は妖怪たち
と密かに約束を交わしてしまっ
ていたのです。このたび、その
密約を果たすべく、ずっと楽しみ
にしていたであろう妖怪たちと、
舞台作品を上演することになり
ました。どうぞご期待ください。

田村 一行さん

　今回の作品の見どころについ
て、田村一行さんからコメントをい
ただきました。

撮影：萩原ヤスオ撮影：萩原ヤスオ
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イベントや生活に
役立つ情報などをお届けします。

● 催し・講座 .....P16
● 支援 ............P19
● 募集 ............P19

● その他 .........P20
● 相談 ............P21

子どものための科学展

科学実験やサイエンスショーを楽しめ
ます。
 とき 11/6㈯12:00～16:00、11/7㈰	

9:00～15:00
 ところ 視聴覚教育センター
 問合せ 学校教育課（☎51・2826）
	 	 	 52124

あきまつり
KTJファミリーからの招待状

ミッションを達成すると仮装グッズがも
らえます。
 とき 10/24㈰9:30～16:00
 ところ 交通児童館
 対 象 18歳未満の方
 定 員 300人（先着順）
 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

とよはしの電車やバスで行く
ウォーキングイベント

■万場調整池コース
 とき 10/9㈯8:30～13:00
 その他 集合は老津駅
■葦毛湿原コース
 とき 10/18㈪9:00～13:00
 定 員 20人（申込順）
 申込み 10/15㈮までに都市交通課
■高師緑地コース
 とき 11/3㈷8:30～13:00
 その他 集合は愛知大学前駅
■石巻山コース
 とき 11/22㈪9:00～13:00
 定 員 20人（申込順）
 申込み 11/19㈮までに都市交通課
■岩屋緑地コース
 とき 12/6㈪8:30～13:00
 定 員 20人（申込順）
 申込み 12/3㈮までに都市交通課
■まちなか周遊コース
 とき 12/19㈰9:00～13:00
 その他 集合は豊橋駅南口駅前広場

［共通事項］
 対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
 問合せ 都市交通課（☎51・2620）　
	 	 	 84068

認知症座談会
介護の悩みを話し合おう

入浴やデイサービスの拒否などの悩み
を相談できます。
 とき 11/18㈭13:00～15:30
 ところ アイプラザ豊橋
 対 象 認知症の方の介護者
 講 師 伊苅弘之さん（福祉村病院副院長）
 定 員 10人（申込順）
 申込み 11/11㈭までに住所、氏名、電

話番号を南部地域包括支援セ
ンター（☎25・7100）

	 	 	 24204

地域で活躍!
レクリエーションリーダー講座

高齢者向けのレクリエーション活動を
実技などで学びます。
 とき 11/4～12/9の木曜日（全6回）

13:30～15:30
 ところ あいトピア
 対 象 受講後に週1回程度、当協議会

の介護予防サロンで活動可能
な方

 講 師 阿部弘子さん（レクリエーション
コーディネーター）ほか

 定 員 20人（申込順）
 申込み 10/28㈭までに豊橋市社会福

祉協議会（☎52・1111）

生活・介護支援サポーター
養成講座

高齢者の特徴と関わり方などを講義と
実習で学びます。
 とき 11/18～12/23の木曜日13:15～	

16:00、11/19㈮～12/22㈬に	
実習2時間（全7回）

 ところ 市民文化会館
 定 員 20人（申込順）
 その他 修了証を交付
 申込み 11/12㈮までに地域包括支援

センターコープ豊橋中央（☎
53・1519）

 問合せ 長寿介護課（☎51・3134）
	 	 	 69248

催し・講座
児童虐待防止講演会
感情的にならない子育て

 とき 11/10㈬13:30～15:00
 ところ 公会堂
 講 師 高祖常子さん（子育てアドバイ

ザー）
 定 員 250人（申込順）
その他 手話通訳あり
 申込み 11/2㈫までに氏名、年齢、電

話番号を、こども若者総合相談
支援センター（☎51・2327	
21・9088）

	 	 	 79995

農家 DE 寺子屋
農業簿記講習会

 とき 11/15㈪、11/29㈪（全2回）
13:30～15:30

 ところ 市役所東85・86会議室
 対 象 農業経営者
 講 師 安形京子さん（安形税務会計事

務所）
 定 員 20人（申込順）
 その他 オンライン会議システム「Zoom」

での受講可
 申込み 11/9㈫までに農業企画課（☎

51・2458）※ホームページから
も申し込み可

	 	 	 69675
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オレンジフェスタ
市民活動見本市

市民団体による活動紹介や活動体験な
どが楽しめます。
 とき 10/31㈰10:00～15:00
 ところ カリオンビル
 問合せ 市民活動プラザ（☎56・5160）、

市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 	 10254

オレンジフェスタ・プレミアム
コロナ終息後の市民活動

市民活動に必要な知識を講義とワーク
ショップ形式で学びます。
 とき 10/30㈯13:00～15:00
 ところ カリオンビル
 対 象 中学生以上
 講 師 日本ボランティアコーディネー

ター協会
 定 員 50人（申込順）
 申込み 10/16㈯までに市民活動プラザ

（☎56・5160）
 問合せ 市民活動プラザ、市民協働推進

課（☎51・2483）
	 	 	 10254

森林間伐作業講座

間伐の基礎知識とチェーンソーの使い
方を学びます。
 とき 11/20㈯8:30～16:00（雨天

順延11/21㈰）
 ところ 石巻萩平町の山林
 講 師 とよはしきこり隊ほか
 定 員 15人（抽選）
 申込み 11/2㈫（必着）までに、はがき

で講座名、参加者全員の住所・
氏名・年齢・血液型・電話番号を
農業支援課（〒440-8501住所
不要☎51・2475）

	 	 	 80011

530のまち環境フェスタ

次世代自動車の展示やリサイクル自転
車の抽選会を楽しめます。
 とき 11/6㈯10:00～16:00
 ところ 総合動植物公園「のんほいパーク」
 問合せ 530運動環境協議会事務局（環

境政策課内☎51・2399）
	 	 	 87802

中高生おすすめプログラム
あそんで学ぼう 英語レッスン

歌やさまざまなゲームを通して英語を
学びます。
 とき 10/17㈰14:00～14:40（受け

付けは13:50から）
 ところ 交通児童館
 対 象 中学生、高校生
 定 員 10人（先着順）
 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

誰にでもある無意識の
思い込みを無くそう!

性別に関わらず、個性を認め合うこと
の大切さを学びます。
 とき 10/24㈰10:30～12:00　
 講 師 中島美幸さん（愛知淑徳大学講師）
 その他 オンライン会議システム「Zoom」	

で受講
 申込み 10/20㈬までに市民協働推進

課（☎51・2188）※ホームペー
ジからも申し込み可

	 	 	 86912

丸山薫研究会講演会
第一詩集「帆・ランプ・鷗」

丸山薫が詩集を出版した際の秘話が聞
けます。
 とき 10/30㈯10:30
 ところ 穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
 講 師 冨長覚梁さん（丸山薫賞運営委

員会元会長）
 定 員 50人（先着順）
 問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
	 	 	 23353

小柴記念賞・小学生サイエンス
アイデア作品展 合同表彰式

小・中学生の研究作品や科学工作の	
①展示②表彰式を行います。
 とき ①10/30㈯～11/30㈫②11/6㈯	

9:30
 ところ 視聴覚教育センター
 問合せ 学校教育課（☎51・2826）
	 	 	 52594

おたまじゃくしの会

ひきこもりや不登校の悩みを話し合い、
情報交換をします。
 とき 10/14㈭、11/11㈭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 健康増進課（☎39・9145）
	 	 	 6779

家庭教育セミナー

■野菜ソムリエと一緒に百儂人の
　野菜を親子でクッキング！
 とき 11/28㈰10:00～12:00
 ところ 北部地区市民館
 対 象 小学生と保護者
 料 金 1組1,200円（1人追加ごとに

600円必要）
 申込み 11/5㈮までに北部地区市民館

（☎53・4212）
	 	 	 23387

定時制・通信制高等学校
合同説明会

市内や近隣の17校による概要説明な
どが聞けます。
 とき 10/23㈯13:30～16:00
 ところ 総合体育館
 対 象 不登校や中途退学などで進路に

悩んでいる中学生・高校生や保護
者、教員ほか（同伴者は1人まで）

 問合せ こども若者総合相談支援セン
ター（☎51・2327）

	 	 	 80020
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リトアニアリネンでつくる
手縫いヘアバンド

 とき 10/24㈰10:30～12:30、13:30～	
15:30

 ところ ALINA	KUKKA（前田町二丁目）
 講 師 村上ちづさん（洋裁講師）
 定 員 各10人（申込順）
 料 金 各1,500円
 申込み 10/4㈪10:00から氏名、電話

番号、希望時間を豊橋市国際
交流協会（☎55・3671	 tia@
tia.aichi.jp）

市長と女性の懇談会

「子どもの貧困対策について」をテーマ
に話し合います。
 とき 12/12㈰10:00～11:00
 ところ 市役所政策会議室
 対 象 市内在住で18歳以上の女性
 定 員 2人程度（抽選）
 その他 豊橋女性団体連絡会会員も参加
 申込み 10/19㈫（必着）までに、住所、氏

名、年齢、電話番号、テーマにつ
いての意見を広報広聴課（〒440-
8501住所不要☎51・2166	
56・5711	 kohokocho@city.
toyohashi.lg.jp)

	 	 	 17535

ダーツ講習会＆ミニ大会

 とき 10/31㈰13:30～16:00
 ところ あいトピア
 定 員 50人（申込順）
 料 金 200円
 申込み 10/26㈫までに住所、氏名、年

齢、電話番号を豊橋市体育協会
（☎63・3031）　

	 	 	 87834

知っトク!豊橋ゼミナール

■今日からあなたも
　自称コーヒーマイスター
 とき 11/17㈬、11/24㈬、12/1㈬

（全3回）10:00～11:30
 ところ 豊城地区市民館
 料 金 1,500円
 申込み 10/22㈮までに豊城地区市民館

（☎53・3304）
	 	 	 23387

膠
こ う

原
げ ん

病難病患者と家族のつどい

①膠原病に関する講演会②オンライン
医療相談を行います。
 とき 11/1㈪①13:00②13:30～15:00
 ところ ②保健所・保健センター
 定 員 ②3人（申込順）
 その他 ①は動画配信、②はオンライン

会議システム「Zoom」で相談
［共通事項］
 対 象 市内在住の膠原病患者と家族
 講 師 西野譲さん（藤田医科大学病院

リウマチ・膠原病内科医）
 申込み 10/11㈪までに電話で健康増

進課（☎39・9140）
	 	 	 6770

青少年センターフェスティバル

①活動紹介②卓球大会③ファミリーコ
ンサートなどが楽しめます。
 とき ①10/23㈯～10/31㈰②10/23㈯	

12:30～15:30③10/30㈯10:00～	
15：００

 ところ 青少年センター
 料 金 ②300円
その他 イベント内容など詳細はホーム

ページ参照
 申込み ②は10/1㈮～10/15㈮に青少年

センター（☎46・8925）※青少年
ホームページからも申し込み可

催し・講座
要約筆記１日入門講座

聴覚障害者へ文字で伝える方法を学び
ます。
 とき 11/21㈰10:00～16:00
 ところ あいトピア
 定 員 10人（申込順）
 申込み 10/1㈮～11/14㈰に電話で

豊橋市社会福祉協議会（☎52・
1111）

市民大学トラム

■将棋を楽しもう
 とき 11/6～12/4の土曜日（全5回）

10:00～11:30
 ところ 豊岡地区市民館
 料 金 1,500円
 申込み 10/28㈭までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）
■革装の豆本でネックレスなど4種類
　自分好みの本作り
 とき 11/18～12/9の木曜日（全4回）	

9:30～12:00
 ところ 前芝校区市民館
 料 金 5,500円
 申込み 11/12㈮までに生涯学習課（☎

51・2848）
■豊橋筆づくりとデザイン書道
　PLUSいがりまさしの世界
 とき ①11/24、②12/1、12/8、12/15、	

来年1/12の水曜日（全5回）
①13:30～15:30②13：30～
15:00

 ところ 青陵地区市民館
 料 金 2,500円
 申込み 10/29㈮までに青陵地区市民館

（☎61・9285）
［共通事項］
	 	 	 23387

革装豆本ネックレス
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募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

葦毛湿原植生回復ボランティア

木の伐採・除草などの植生回復作業や
観察会を手伝います。
 とき 11月～来年3月の火曜日、第3

日曜日の午前
 ところ 葦毛湿原、幸公園ほか
 対 象 高校生以上
 申込み 10/1㈮から文化財センター（☎

56・6060）

商工業従業員永年勤続者

市内で永年勤続した商工業従業員を
褒
ほうしょう

賞します。
 対 象 11/1㈪現在、次の全てに該当

する見込みの方①市内事業所
の従業員（役員を除く）②同一ま
たは系列の事業所（社名・組織
変更などを含む）に､通算20年
以上勤務（本社または本店が市
外の事業所は､市外で勤務した
期間を除く）③精励にして他の
模範となる④常勤

 定 員 同一事業所内で10人以内
 その他 来年1/21㈮に授与式あり
 申込み 10/22㈮までに申込書を商工

業振興課（〒440-8501住所不
要☎51・2638）※申込書は商工
業振興課､ホームページで配布

	 	 	 20575

どきどき挑戦講座
リース作り

 とき 11/13㈯10:00～11:30
 ところ 青少年センター
 定 員 10人（抽選）
 料 金 1,000円
 申込み 10/13㈬～10/27㈬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

子どものためのお金を考える
オンラインセミナー

■教育資金とひとり親のキャリアプラン
 とき 11/7㈰10:00～11:30
 対 象 ひとり親、離婚を考えている方
 講 師 なかじまともみさん（ファイナン

シャル・プランナー）
 定 員 20人（申込順）
 その他 オンライン会議システム「Zoom」	

での受講。こども未来館「ここ
にこ」で視聴可※6か月児～小
学6年生の託児あり（申込順。
8日前までの予約制。1人1回
100円必要）

 申込み 随時、子育て支援課（☎51・2320）
	 	 	 83069

会社の未来をつくる
中小企業者向け事業承継セミナー

課題や対策、心構えなどを経験者の実
体験から学びます。
 とき 11/10㈬14:00～16:30
 ところ 市役所東85会議室
 講 師 小林茂夫さん（愛知県事業承

継・引継ぎ支援センターサブマ
ネージャー）

 定 員 30人（申込順）
 その他 オンライン会議システム「Zoom」	

での受講可
 申込み 10/1㈮～11/2㈫に申込書を

商工業振興課（☎51・2426	
55・9090）※申込書は商工業
振興課、ホームページで配布

	 	 	 87794

支 援
母子父子寡婦福祉資金の貸し付け

子どもの高校や大学の授業料などに充
てる修学資金、就学のために必要な入
学金や被服代などに充てる就学支度資
金、母・父または子どもが就職のために
必要な知識技能の習得費用に充てる資
金などを貸し付けています。なお、原則、
連帯保証人が必要で、審査があります。
資金内容など詳細はホームページをご
覧ください。
 問合せ 子育て支援課（☎51・2320）
	 	 	 22792

自立に取り組むひとり親の
住宅支援資金を償還免除します

児童扶養手当を受給しているひとり親
で、就労による自立のために自立支援
プログラムを受け、1年以内に就職ま
たは転職し、かつ1年以上就労を継続
するなどの要件を満たした方の家賃の
貸付金を償還免除できるようになりま
した。要件など詳細はホームページを
ご覧ください。
 問合せ 愛知県母子寡婦福祉連合会（☎

052・915・8862）、子育て支援
課（☎51・2320）

	 	 	 88457

就学援助（小学校入学準備金）の
申請を受け付けます

市立小学校への就学に必要な入学準
備金などを援助します。
 対 象 3人世帯で合計所得が277万3

千円以下などの基準を満たす方
 その他 認定基準など詳細はホームペー

ジ参照
 申 請  11/1㈪～11/30㈫に直接、振

込先の預金通帳（保護者名義）、
令和3年1月1日時点で本市に
住民登録がない方は世帯全員
の令和3年度（令和2年分）の所
得証明書を 学校教育課（☎51・
2825）

	 	 	 21988
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丸山薫賞の受賞作が
決まりました

丸山薫賞は、山本かずこさん（埼玉県）
の「恰も魂あるものの如く」（ミッドナイ
ト・プレス）に決まりました。
■パネル展
 とき 10/9㈯～10/31㈰
 ところ 中央図書館

［共通事項］
 問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
	 	 	 55816

豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る
都市計画（変更）の案に関する縦覧

 とき 10/19㈫～11/19㈮
 ところ 資源化センター、市役所じょうほ

うひろば、各窓口センターほか
 その他 市内在住の方、利害関係のある

方は、10/19㈫から12/3㈮ま
で市長宛てに意見書を提出可。
計画はホームページでも閲覧可

 問合せ 施設建設室（☎38・0777	
46・7942）

	 	 	 88461

市県民税第3期分、国民健康保険税
第4期分の納期限は11月1日㈪です

お近くの金融機関、コンビニエンスス
トアなどで納付してください。納税に
は手間のかからない口座振替が便利
です。また、クレジットカードやLINE	
Pay、PayPayなどでも納付できます。
なお、10/1㈮からはauPAY、d払い、
J-CoinPayが利用できます。
 問合せ 納税課（☎51・2235）
	 	 	 5742

伐採や森林所有には
届け出が必要です

立木の伐採や森林を相続などで新たに
所有する際は、届け出が必要な場合が
ありますので、お問い合わせください。
 問合せ 農業支援課（☎51・2475）
	 	 	 44673

令和2年度内部統制評価報告書を
公表しました

業務の効率的かつ効果的な遂行を目
的とする内部統制について、令和2年
度の本市の整備・運用状況を評価した
報告書を公表しました。報告書はホー
ムページや市役所じょうほうひろばで
閲覧できます。
 問合せ 行政課（☎51・2027）
	 	 	 31433

行財政改革の取組状況を
公表しました

市の事業の見直しや、市民協働の推進
など具体的な取り組みを定めた「行財
政改革プラン2016」について、平成
28～令和2年度までの成果をまとめた
取組状況報告書を公表しました。報告
書はホームページや市役所じょうほう
ひろばで閲覧できます。
 問合せ 行政課（☎51・2027）
	 	 	 39009

秋の5
ゴ ミ ゼ ロ

30運動実践活動で
街
まちじゅう

中につつじの花を咲かせよう!

市内一斉の清掃活動を実施します。
 とき 11/6㈯～11/15㈪
その他 事前に530とよはしクリーンアッ

プ大作戦計画書を提出した方
に、つつじ柄の530アートごみ
袋を進呈※計画書は環境政策
課で配布

 問合せ 530運動環境協議会事務局（環
境政策課内☎51・2399）

	 	 	 87839

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

市民意見提出制度
パブリックコメント

■豊橋田原ごみ処理施設整備事業に
　係る環境影響評価準備書（変更）
 とき 10/19㈫～12/3㈮
 その他 準備書は資源化センター、各

窓口センター、ホームペー
ジほかで閲覧可。10/29㈮	
19:00～20:00に資源化セン
ター、10/31㈰10:00～11:00
に市役所講堂で説明会を実施

 問合せ 施設建設室（☎38・0777	
46・7942）

	 	 	 88459

その他
市民病院の正面玄関の
開扉時間を変更します

感染症対策のため、10月1日㈮より正
面玄関の開扉時間を午前7時45分か
ら午前8時に変更します。
 問合せ 医事課（☎33・6233）

骨髄ドナー登録に
ご協力ください

白血病などの血液の病気により骨髄移
植や末梢血幹細胞移植を必要とする方
のために、骨髄ドナーへの登録にご協
力ください。
 とき 月～土曜日（祝日、年末年始を

除く）
 ところ 愛知県赤十字血液センター豊

橋事業所
 対 象 18～54歳の方
その他 健康状態により登録できない

場合あり。登録方法など詳細は
ホームページ参照

 問合せ 健康政策課（☎39・9111）
	 	 	 8793

9月号 お詫びと訂正
23ページの「令和3年度郷土文芸
作品の特選者が決まりました」の
中にある郷土文芸作品集の金額
は、正しくは「160円」でした。お
詫びして訂正します。
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相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。
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。

予 …	予約制
電 …	電話相談も可

相談内容 とき ところ 問合せ

暮
ら
し

住宅・建築、測量・登記の相談 10/6～10/27の水曜日13:30～16:00 建築指導課 建築指導課☎51・2588	 予

宅地建物取引士による不動産相談 10/18㈪、11/1㈪13:00～16:00
安全生活課 安全生活課☎51・2304	 予

※2週間前から受け付け司法書士による相続等登記相談 10/25㈪、11/8㈪13:00～16:00

弁護士による法律相談

10/28㈭13:00～16:00 大清水地域福祉センター 豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

10/28㈭14:00～15:00 愛知県東三河県民相談 愛知県東三河県民相談室☎52・
7337	予※2週間前から受け付け

11/12㈮13:00～16:00 つつじが丘地域福祉セ
ンター

豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

水曜日、第3金曜日13：00～16：00

安全生活課

安全生活課☎51・2304	 予

※2週間前から受け付け

契約書・遺言書などの書類作成相談 11/12㈮13:00～15:00 安全生活課☎51・2304	 予

※2週間前から受け付け
市民相談 月～金曜日9：00～16：30 安全生活課☎51・2300	 電

国・特殊法人に対する行政相談 第1～4木曜日13：00～15：00 安全生活課☎51・2304	 電

健
康

禁煙相談 10/21㈭9:00、10:30、13:30、15:00

保健所・保健センター

健康増進課☎39・9136	 予

生活習慣病予防の栄養相談 10/28㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141	 予

こころの健康相談 11/4㈭、11/18㈭13:00～16:00
健康増進課☎39・9145	 予

思春期精神保健相談 11/24㈬13:30～15:30

子
ど
も

小・中学生教育相談
11/26㈮13:00～17:00 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予月～土曜日9:00～18:30 教育会館

虐待・子育て・若者の自立相談 月～金曜日9：00～19：00、土・日曜日
9：00～17：00

こども若者総合相談支
援センター「ココエール」

こども若者総合相談支援
センター☎54・7830	 電

女 

性

悩みごと面接相談 10/15㈮、10/22㈮13:30、14:40 男女共同参画センター
「パルモ」

男女共同参画センター
☎33・2822	 予

悩みごと電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）
9:00～15:00

—
女性相談室☎33・3098

母子家庭電話相談 第2火曜日9:00～15:00 豊橋市母子福祉会
☎56・7100

安
全・安
心

DV電話相談 月～金曜日9:00～15:00
—

DV相談☎33・9980
DV面接相談 火～木曜日9:30～15:30 DV相談☎33・9980	 予

消費生活相談
月～金曜日9：00～16：30 東三河消費生活総合セ

ンター
東三河消費生活総合セン
ター☎51・2305	 電

土・日曜日9:00～16:00 愛知県消費生活総合セ
ンター

愛知県消費生活総合セン
ター☎052・962・0999	 電

警察安全相談 月～金曜日9:00～17:00 — 警察本部相談コーナー	
プッシュホン☎#9110

そ
の
他

中小事業者向け事業承継に
関する相談

10/6㈬､10/20㈬､11/4㈭、11/17㈬	
9:30、11:00 安全生活課 商工業振興課

☎51・2431	 予

結婚相談 10/9㈯13:30～16:30 穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」

子育て支援課
☎51・2325	 予

男性のための悩みごと面接相談 10/10㈰13:30､14:30､15:30 カリオンビル 市民協働推進課☎51・2188	予

中小事業者向け金融相談 10/11㈪13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所☎53・7211	 予

農家（農事）相談 10/18㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950	予

国保税滞納世帯の多重債務相談 10/24㈰9:00～12:00､13:00～15:00 国保年金課 国保年金課☎51・2289	予

一日中小企業相談 10/27㈬13:30～15:30 青陵地区市民館 豊橋商工会議所☎53・7211

債務整理などの多重債務相談 月～金曜日9:00～16:30 東三河消費生活総合セ
ンター

東三河消費生活総合セン
ター☎51・2305	 電

ひとり親家庭などの相談 月～金曜日10:00～16:00 子育て支援課 子育て支援課☎51・2320
LGBT等性的少数者の面接相談 月～日曜日、祝日10:00～20:00 — 市民協働推進課☎51・2188	 予

相 談
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主に未就学児のパパママ向けの
イベントや、子育て支援などに
関する情報を紹介します。

いろんな体験を
しよう！

パパママ子育て講座
焼き芋づくりとアウトドア体験

とき:11/20㈯10:00～14:00　ところ:岩屋緑地　対
象:3歳以上の未就学児と保護者　講師:武田芳男さん 

（風の自然学校代表）ほか　料金:1,000円　申込
み:10/15㈮までにホームページで必要事項を入力 
問合せ:子育て支援課（☎51・2233）　  87648

怒鳴らん子育て講座
上手な褒め方・叱り方

とき:11/12㈮、11/19㈮、11/26㈮（全
3回）10:00～11:30　ところ:こども未来
館「ここにこ」　対象:未就学児の保護者 
講師:藤城由子さん（子育てアドバイ
ザー）　定員:16人（抽選）　その他:託
児あり（予約制。1人1回100円必要） 
申込み:10/22㈮までに電話またはメー
ルで講座名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号、子どもの氏名・年齢、託児の有
無を、こども若者総合相談支援センター

（☎54・7830 kodomo-sougou-
center@city.toyohashi.lg.jp）　  
87886

麻しん・風しん（MR）の 
予防接種を受けましょう

麻しんや風しんはウイルスによって感染
し、免疫を持たない人は、ほぼ100％発
症する感染症です。発熱やせきなどの症
状のほか、肺炎や脳炎などの合併症を引
き起こす可能性もありますが、2回の予
防接種を受けることで、約95％の方が
感染を防ぐことができます。1歳児と小
学校就学前の1年間のみ無料で接種で
きますので、母子健康手帳などで接種記
録を確認し、予防接種を受けましょう。
問合せ:健康政策課（☎39・9109）　  
8840

幼児ふれあい教室

なでなで育児と赤ちゃんの運動あそび
とき:11/12、11/26、12/10、12/24の
金曜日（全4回）　ところ:高師台地区市
民館　対象:3か月～1歳6か月の未就園
児と保護者
親子で一緒にすまいるリトミック
とき:11/18～12/9の木曜日（全4回） 
ところ:南稜地区市民館　対象:1歳6か
月以上の未就園児と保護者

［共通事項］申込み:10/15㈮までにホー
ムページで必要事項を入力　問合せ: 
子育て支援課（☎51・2233）　  23513

手足や身体が不自由な幼児の
入園募集

遊びを通して子どもの成長や発達を促
す支援が受けられます。
とき：来年4/7㈭からの火～土曜日9:30～ 
15:30　ところ:こども発達支援センター 
対象:未歩行で運動機能に障害のあるお
おむね2歳～就学前の幼児　その他：通
園日数は要相談。他事業所との併用も
可　申込み：12/11㈯までに、こども発
達センター（☎39・9200）　  62612

すくすく広場

リズム遊びや読み聞かせを通して、子ど
もの脳の発達を促します。
とき:10/6㈬、11/10㈬、12/1㈬10:30～ 
11:00、11:10～11:40（受け付けは
10:00から）　ところ:交通児童館　対
象:3歳児以下と保護者　定員:各15組 
問合せ:交通児童館（☎61・5818）

定員
9組

（抽選）

ふたご・みつごちゃん講座
親子で楽しむわらべうた

とき:11/26㈮10:30～11:30　ところ: 
こども未来館「ここにこ」　対象:3歳以
下の多胎児と保護者　講師:林吉子さ
ん（おはなしろうそくの会）　申込み: 
10/31㈰までに、こども未来館ホー
ムページで必要事項を入力　問合せ: 
こども未来館

（☎51・5528）
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高齢者向けの健康教室や、
介護・医療などに関する情報を
紹介します。

高齢者に体操を指導する技術を学びます。
とき：11/25㈭、12/10㈮、12/21㈫、来年
1/14㈮、1/31㈪（全5回）9:45～15:00
ところ：市役所講堂　対象：市内在住で高齢者
向け体操ボランティアの活動を希望する方
講師：理学療法士ほか　定員：25人（申込順）
申込み：10/1㈮～11/11㈭に長寿介護課（☎
51・2339）　その他:別日程で実習が1回必
要。認定証を
交付
79393

運転免許証を自主返納すると、2つの補助が受け
られます。
対象：市内在住の70歳以上で、運転免許証を自
主返納した方　補助額：①タクシー料金補助券・
交通助成券・元気パス購入助成券のいずれか
5,000円分②電動アシスト自転車の購入費用
の1/4（上限15,000円）　申請：返納から1年以
内に申請書などを安全生活課（☎51・2550）※
申請書などは安全生活課、ホームページほかで
配布　 70188

シニアのための食とお口の健康講座

眼科検診を受けましょう

口の中を清潔に保ち、感染症を予防する方法などを学びます。
対象：おおむね65歳以上の方　講師：管理栄養士ほか　定員：各30人
（申込順）　申込み：各前日までに住所、氏名、電話番号を①は赤
岩荘（☎66・1262）、②は喜寿苑（☎35・6770）、③はケアコープ
豊橋（☎65・8567）、④はコープ豊橋中央（☎53・1519）、⑤はふ
くろう（☎56・0018）の各地域包括支援センター　 5499

市では、今年度60・65歳になる方に眼科検診票を送付してい
ます。対象者は来年1月31日㈪まで、900円で眼科健診を受
けられます。眼科検診は緑内障や加齢黄斑変性症などの病
気の早期発見につながりま
す。受診方法など詳細は同
封の案内文をご覧ください。
なお、検診票が届いていな
い方はお問合せください。
問合せ：健康増進課（☎39・
9136）　 88517

体操ボランティアが地域で活躍!
ほの国体操リーダー養成講座

運転免許証の自主返納を支援します

介護予防に取り組むグループ紹介や座ってできる体操
を行います。
とき:11/19㈮13:30～15:00　ところ:公会堂　講師:簗
瀬寛さん（ごぼう先生）　定員:300人（申込順）　その他:
参加賞あり　申込み:10/1㈮から氏名、電話番号を長寿
介護課（☎51・2339 56・3810）　  80359

豊橋介護予防大会

とき ところ
① 10/28㈭13:30～15:00 東陵地区市民館
② 11/4㈭13:30～15:00 北部地区市民館
③ 11/11㈭13:30～15:00 豊岡地区市民館
④ 11/18㈭13:30～15:00 中部地区市民館
⑤ 11/25㈭13:30～15:00 豊城地区市民館
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健康づくりのためのイベントや、
健康管理に役立つ情報などを紹介します。

とき 	 	10/3㈰、11/7㈰、12/5㈰（雨天順延10/10㈰、11/14㈰、12/12㈰）	
7:00

ところ 	 	岩田運動公園、武道館、高師緑地、グリーンスポーツセンター、総合
体育館、ほいっぷ

問合せ 	 豊橋市体育協会（☎63・3031）
	 87832

朝の歩行運動と
いっせいラジオ体操のつどい

とき：11/2～11/30の火曜日（11/23㈷	
を除く。全4回）10:00～11:00　ところ：
牛川地区体育館　対象：20歳以上の女
性　定員：20人（申込順）　料金：2,000
円　その他：バレトン、メンテナンスヨガ
教室も別会場で開催。日程など詳細
はホームページ参照　申込み：10/6㈬
10:00から料金を豊橋市体育協会（☎
63・3031）　 	87833

とき：11/10～12/8の水曜日（全5回）
14:00～15:30　ところ：東部地区市民
館　対象：おおむね40歳以上の方　料金：
1,500円　申込み：10/17㈰までに東部
地区市民館（☎63・3810）　 	23387

とき：10/12㈫、10/19㈫、10/26㈫9:20～	
10:10（全3回）　ところ：浜道地区体育館	
定員：20人（申込順）　料金：1,980円	
持ち物：室内用運動靴　申込み：10/11㈪
までに総合体育館（☎32・9611）　 	
87831

減量を目的とした有酸素運動や筋力ト
レーニングを行います。
とき:火・木曜日12:30～13:30、19:00～	
20:00のいずれか（全16回）　ところ：	
アクアリーナ豊橋　対象：18歳以上の方	
料金：22,000円　申込み:随時、アクアリー
ナ豊橋（☎31・4781）　 	87835

腰痛改善＆美姿勢トレーニング
正しく行えば効果が違う!

歩いて
健康になろう！

健康づくりのためのスポーツ教室
らくらくフィットネス

良質な睡眠をとるためのコツをオンラ
インで学びます。
とき：10/10㈰13:30～15:00　定員：95
人（申込順）　対象：市内在住・在勤の方	
その他：オンライン会議システム「Zoom」
で受講　申込み：10/8㈮13:00までに
ホームページで必要事項を入力　問合せ：
健康政策課（☎39・9116）　 	88000

0から学ぶ
睡眠Webセミナー

市民大学トラム
やさしいピラティス

ダイエットサポートプログラム
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　平成30年6月の大阪府北部地震ではブロック塀が倒壊し、下
敷きになった小学生が亡くなる事故が起こりました。また、今年
発生した福島県沖地震でも多数のブロック塀が倒壊しました。
　ブロック塀は設置が容易な反面、数十年経過すると劣化し、
地震の際に倒壊する危険性が高まります。定期的に自宅のブ
ロック塀を点検し、以下の項目に1つでも当てはまる場合は建
築士や専門工事業者などに相談して対策しましょう。
ブロック塀の安全チェックリスト
□高さが2.2ｍを超える
□壁の厚さが15ｃｍ未満（高さが2ｍ以下の場合は10ｃｍ未満）
□高さが1.2ｍを超える場合、長さ3.4ｍごとに控え壁がない
□ひび割れや傾き、ぐらつきがある
□コンクリートの基礎がない
ブロック塀などの撤去費を補助します
対象:道路に面する高さ1ｍ以上の倒壊の恐れがある塀を所有・
管理する個人　補助額:上限10万円　その他:補助額の算定方
法など詳細はホームページ参照　申
込み:随時、直接、建築物安全推進課

［共通事項］
問合せ:建築物安全推進課（☎51・
2579）　  61274

ブロック塀の安全対策を取りましょう

暮らしの安全・安心に関する講座や、
防災・防犯、消防に役立つ情報を
紹介します。

防火管理講習（①甲種②乙種）

と　き   ①11/6㈯9:30～16:00、11/7㈰9:30～15:00（全2
回）②11/6㈯9:30～16:30

ところ   市役所東82・85・86会議室
対　象  東三河地域在住または在勤の方
定　員  ①②あわせて120人（申込順）
料　金  ①5,600円②5,100円
申込み   10/11㈪～10/13㈬に予防課（☎51・3115）、中消防

署（☎52・0119）、南消防署（☎46・0119）
   64282

　
地域のおこまり解決講座 
火災・救急事故を予防しよう！
とき:11/13㈯10:00～11:30　ところ:南陽地区市民館 
申込み:10/23㈯までに南陽地区市民館（☎48・6576） 

 23387
　

もしもに備えて身につけよう 普通救命講習
心肺蘇生法やAEDの使い方を学びます。
 とき:①11/20㈯②12/13㈪9:00～12:00　ところ:中消
防署　対象:中学生以上　定員:各15人（申込順）　その他： 
修了証を交付　申込み:①は10/1㈮、②は11/1㈪～ 
各前日9:00～16:00（土・日曜日、祝日を除く）に消防救
急課（☎51･3101）　  15401

　
暴力団と関わらないようにしましょう
県内には約1,200人もの暴力団員がおり、本市でも薬物
事件や脅迫事件の犯人として検挙されています。暴力団
員は身分を隠して社会に進出し、みかじめ料の徴収など
の違法行為を行っています。危害を受けないためにも、
暴力団とは関わりを持たず、不当な要求を受けた場合
は、ためらわずに豊橋警察署（☎54・0110）へ相談しま
しょう。
問合せ:安全生活課（☎51・2550）　  61832

　
一人での避難に不安のある方の 
登録を受け付けています
災害時の避難に支援が必要な方を登録し、民生委員や自主
防災会へ情報を提供することで避難支援や日常の見守り
に役立てます。
対象:災害時の避難にあたり、家族などの協力が得られない
次のいずれかに該当する方①要支援または要介護認定を
受けている②身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳
を所持している③障害支援区分認定を受けている④障害
者総合支援法における難病を患っている⑤①～④には該
当しないが類似した状況にある　申込み:随時、福祉政策課

（☎51・2369）　  6519
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「岩西小学校」

前芝小学校

1年生

かいりさん

4年生
いちかさん

3年生

ここねさん

2年生
はなさん

5年生

りくさん

6年生
とむさん

小学生の「将来の夢」を

紹介します。

お花屋さん

サッカー選手

保育園の先生

水泳選手

ペット屋さん

電化製品を
作る

カモメリアからの景色

　カモメリアの展望台からは、多くの自動車がずらり
と並んだ圧巻の光景を見ることができます。ここ三河
港へ陸揚げされる輸入車の台数は、国内シェアの約
半数にも上り、全国1位を誇ります。

水越 悠太さん（31）

豊橋で今、輝いている人を
リレー形式で紹介します。
バスケットボール部顧問

　桜丘中学校男子バスケットボール部
を、初の県大会優勝と東海大会ベスト４
に導いた水越さん。チームでのプレー
を通して、技術だけでなく人間性を育
む指導をしたいと語ってくれました。

チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て

全
国
大
会
を
目
指
し
ま
す
！
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10 ●	医師の都合などで一部変更する場合あり
●	その他医療機関・診療科などについての問合せ
救急医療情報センター（☎	63・1133）

●	精神科の緊急問合せ
精神科救急医療情報センター（☎	052・681・9900）	※24時間受付

23㈯ 中島脳神経外科（下五井町） ☎ 54・6261

24㈰ 昼 前川外科内科(東岩田4） ☎ 62・6411
夜 前川外科内科(東岩田4） ☎ 62・6411

30㈯ まつお乳腺クリニック(築地町) ☎ 32・9287

31㈰ 昼 光生会病院（吾妻町） ☎ 61・3166
夜 きよし整形外科（花田二番町） ☎ 33・8688

2㈯ 大岩クリニック（向草間町） ☎ 45・1013

3㈰ 昼 佐藤脳神経外科（牛川通1） ☎ 69・2760
夜 伊藤医院（小池町） ☎ 45・5283

9㈯ 光生会病院（吾妻町） ☎ 61・3166

10㈰ 昼 福井脳神経外科（立花町） ☎ 21・7001
夜 タキカワ整形外科クリニック(八町通5) ☎ 55・5111

16㈯ 岡村クリニック(佐藤2) ☎ 65・4100

17㈰ 昼 木村整形外科(牧野町） ☎ 45・9925
夜 江崎病院（新川町） ☎ 55・2525

時 間		①土曜日／17:00〜22:00 ②休日昼間／9:00〜17:00 ③休日夜間／17:00〜22:00 ④平日／20:00〜22:00
ところ		①〜③下表、④豊橋医療センター（☎ 62・0301）・成田記念病院（☎ 31・2167）・市民病院（☎ 33・6111）	※①〜④の時間外は市民病院のみ外科

時 間		休日／10:00〜17:00、平日／20:00〜23:00。各30分前に受付終了
ところ		休日夜間・障害者歯科診療所（中野町字中原 ☎ 39・9177）歯科

時 間		休日／9:00〜12:00・13:00〜17:00（17:00〜20:00は休診）、夜間【毎日】…20:00〜翌朝7:00。各30分前に受付終了
ところ		休日夜間急病診療所（中野町字中原 ☎ 48・1110）	※混雑時などは早めに終了。23:00以降、1歳未満児は市民病院

愛知県小児救急電話相談☎ #8000番または☎ 052・962・9900（19:00〜翌朝8:00）
内科・小児科

24㈰ かきはら眼科クリニック（つつじが丘2）☎ 63・5139
31㈰ きくち整形外科眼科クリニック（高師本郷町）☎ 38・1010

3㈰ 小林眼科（駅前大通2) ☎ 55・5717
10㈰ はた眼科クリニック（飯村北1) ☎ 64・1777
17㈰ 弥生病院（弥生町） ☎ 48・2211

時間		9:00〜17:00　※左記時間帯以外は市民病院（☎ 33・6111）眼科

17㈰ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
18㈪ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎ 66・1212
19㈫ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
20㈬ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
21㈭ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2） ☎ 66・5550
22㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
23㈯ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
24㈰ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
25㈪ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
26㈫ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
27㈬ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎ 63・1351
28㈭ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
29㈮ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎ 66・1212
30㈯ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
31㈰ 原医院（南大清水町） ☎ 25・2752

1㈮ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
2㈯ 原医院（南大清水町） ☎ 25・2752
3㈰ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
4㈪ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
5㈫ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎ 63・1351
6㈬ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
7㈭ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎ 66・1212
8㈮ 原医院（南大清水町） ☎ 25・2752
9㈯ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453

10㈰ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2） ☎ 66・5550
11㈪ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
12㈫ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
13㈬ 原医院（南大清水町） ☎ 25・2752
14㈭ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
15㈮ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
16㈯ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎ 63・1351

時間		平日／20:00〜24：00、休日／8：00〜24：00		※0：00〜8：00は市民病院（☎ 33・6111）産婦人科

24㈰ 望月接骨院（南大清水町） ☎ 25・5355
31㈰ おうかん接骨院（往完町） ☎ 26・8133

3㈰ まほろば接骨院(向山台町) ☎ ５６・７４００
10㈰ 小松接骨院（小松町） ☎ 39・8688
17㈰ 岡田接骨院（下地町） ☎ 75・9787

時間		8:00〜20:00柔道整復師

24㈰ いながき耳鼻いんこう科乳腺外科クリニック（三ノ輪町） ☎ 62・0201
31㈰ こんどう耳鼻咽喉科（大清水町） ☎ 29・3433

3㈰ ハタノ耳鼻咽喉科(上地町) ☎ 63・8733
10㈰ もりた耳鼻咽喉科(東脇1) ☎ 34・2001
17㈰ 木下耳鼻咽喉科（飯村北1） ☎ 63・2261

時間		9:00〜17:00　※左記時間帯以外は市民病院（☎ 33・6111）耳鼻咽喉科
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特  集

豊橋市の財政状況を
お知らせしますお知らせします
豊橋市の財政状況を
お知らせしますお知らせします

令和 2年度令和 2年度特  集 令和 2年度令和 2年度

多言語対応デジタルブック閲覧ソフト
「Catalog Pocket」で、本紙を日本語、
English、中文、한국어、Português、
ภาษาไทย、Español、Bahasa Indonesiaの 
ほか10か国語（自動翻訳）で閲覧できます。

広報とよはしをスマートフォ
ンなどで閲覧できます  

災害時の警報・避難所など
の情報、交通事故や防犯の
情報を発信しています。

防災・安全・安心情報
（ツイッター）

本「クラストコ」と連動し、日常
のヒトコマなど市民の顔や暮ら
しぶりが見える画像・動画を発
信しています。

豊橋ライフスタイル情報
（インスタグラム）
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