暮らし情報

春日台職業訓練校
平成23年度訓練生

遺跡発掘作業員・整理作業員

募集

情報あれこれ 情報ひろば

市営東山住宅２号棟
特公賃住宅入居者

募集職種／人員／賃金：発掘作業員／

募 集 科目：機 械 科、 縫 製 科、 木 工 科、

若干名／時給 990 円、整理作業員／若

所在地：大岩町字北山 入居資格：市内

陶磁器科、紙器製造科

干名／時給 820 円

応募資格：市内在

在住または在勤の方で、①～③のすべ

成 23 年 4 月上旬～平成 24 年 3 月上旬

住の健康な方（高校生を除く） 雇用期

てを満たす方①同居の親族（婚約者を含

対象：義務教育を修了または平成 23 年

間：11 月～来年 3 月まで（ただし、2 か

む）がいる方②所得月額が158,000円以上

3 月修了見込みの知的障害のある方で、

月を越えた連続雇用はありません） 勤

487,000円以下の世帯の方③暴力団員で

訓練に支障のない方 内容：作業実習

務地：牟呂町または牛川町 勤務内容：

ない方 募集部屋／家賃：3DK ／ 72,000

による技能訓練、体力づくり、寮生活

牟呂坂津または牛川西部土地区画整理

円 募集戸数：6戸（申込順） その他：満

を通じての生活訓練 定員：各科 20 人

事業他に伴う発掘作業・整理作業 そ

室になり次第締め切ります 申し込み：月

選考：11 月9日以降に適性検査、面接

の他：面接あり 申し込み：10月26日午

～金曜日（祝・休日を除く）に市役所住宅

申し込み：10 月1 日～来年 3 月18 日に

前 10 時または午後 2 時に写真貼付の自

課（東館3階）※申込用紙は住宅課で配布

入校願書、療育手帳の写し（取得して

筆の履歴書と筆記用具を直接、美術博

中 問合先：住宅課（☎51・2600）

いない場合は判定書の写し）
、健康診

物館（豊橋公園内） 問合先：美術博物

断書などを管轄の公共職業安定所 受

館（☎ 51･2879）

訓練期間：平

講料：無料（公共職業安定所から職業訓
情 報 ピック アップ

ほの国

in

愛知県観光交流サミット

２０１０

問合先
愛知 県 観 光 交 流 サ ミット
実行委員会（花田町字石塚

豊 橋 商工 会 議 所 ８ 階 豊 橋

・１４８４）、 商業観

54

観光コンベンション協会内

51

☎

光課（☎ ・２４３０）

12

日程など 下表 その他 詳細は申込用紙・

えました。しかし、日没が早くなる時期

10

月 日ま

スポーツに行楽に最適なシーズンを迎

パンフレットを参照 申し込み

10月11日～20日は
秋の安全なまちづくり市民運動

でに申込用紙を愛知県観光交流サミット実

情報あれこれ

行委員会※申込用紙・パンフレットは愛知県

屋町☎ 0568・88・0811）

10

観光交流サミット実行委員会、とよはし情

問合先：春日台職業訓練校（春日井市神

報プラザ（豊橋駅内）
、市役所商業観光課（東

訓練期間中、訓練手当が支給されます）

館 階）
で配布中

練の受講指示を受けて入校した場合は、

でもあり、下校が遅くなった場合、周
囲も暗くなり犯罪被害に遭う危険性も
高くなります。より多くの地域の目で、
子どもたちの安全を確保しましょう。

■愛知県観光交流サミット 2010 in ほの国
とき／ところ

内容／講師など※敬称略

つきぎめ

また、今年は集合住宅や月極駐車場な
ど多数の車がある駐車場において、車
の窓ガラスを割られカーナビなどが奪
います。被害を防ぐためにも照明が明
るい駐車場に駐車し、セキュリティシス

10

月 日㈮

われる「部品ねらい」の被害が多発して

22

午後 1 時 40 分～ 4 時
40 分／公会堂（八町
通二丁目）

テムなど防犯対策を講じましょう。
■運動の重点
◦子どもが被害者となる事件・事故の
防止
◦自転車盗および自動車関連窃盗の防止
◦住宅を対象とした侵入犯罪の防止
問合先：安全生活課（☎ 51・2303）

午後 5 時 10 分～ 5 時
40 分 ／ 吉 田 城 本 丸
広場
（豊橋公園内）
10 月 23 日㈯／渥美半島、
蒲郡、新城など 5 コース

［第 1 部］
基調講演「観光を基軸とし
た地域活性化に向けて」／
田川博己（㈱ジェイティー
ビー代表取締役社長）
［第 2 部］
パネルディスカッション
「新たな観光資源の創造と
地域活性化について」／須
田寛（日本観光協会中部支
部長）
ほか
手筒花火特別放揚

定員
（申込順）
／参加料

450 人／無料

無料

「ほの国」モニターバスツ
アー

各 40 人／コー
スごとで料金
が異なります

広報とよはし 平成 22 年 10月1日 24

どなたでも

主な対象

女性

男性

毒きのこによる食中毒に
注意しましょう

子ども

高齢者

障害者

事業

豊橋公園陸上競技場の
改修工事のお知らせ

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくは問い合わせてください。

育児

生活排水の浄化にご協力を！
10月はクリーン排水推進月間

秋になると、毒きのこによる食中毒が

11月1日㈪～来年 3月下旬（予定）に陸

私たち人間を含む地球上すべての生き

多く発生します。昨年は全国で 126 人

上競技場のトラック舗装張替などの改

物は水の恵みを受けており、私たちは

がきのこ類を原因とした食中毒になっ

修工事を行います。工事期間中は陸上

将来の世代により良い水環境を引き継

ています。専門家でも食用きのこと毒

競技場の利用はできなくなります。

いでいかなければなりません。

きのこの見分けがつきにくい場合があ

問合先：スポーツ課（☎ 51・2865）

現在の私たちは毎日多くの水を使い快

り、安易に野生きのこを食べることはと
ても危険です。

本の特別貸出をします

適で便利な生活をしていますが、川や
海の汚れの原因の約 6 割がその生活排

■きのこによる食中毒の予防

中央図書館、配本センター、石巻・二川・

水なのです。とくに三河湾は外海水と

◦知らないきのこは採らない、食べない、

南稜・北部・青陵・南部・牟呂地区市

水の交換がしにくい閉鎖性水域のため、

民館、こども未来館ここにこで、読書

水質の改善が進まず、毎年赤潮や苦潮

◦図鑑の写真や絵で、勝手に鑑定しない

週間にあわせて1 人 10 冊（通常 5 冊）ま

が多発しています。

◦食用きのこでも生で食べたり、また、

で貸し出しをします。貸出期間は 2 週

そこで、愛知県では毎年 10月を「クリ

間です。

ーン排水推進月間」と定め、生活排水

特別貸出期間：10月19日㈫～ 11月7日

の浄化を進める取り組みを実施してい

㈰（休館日を除く） 問合先：中央図書館

ます。

人にあげない

古いものや傷んだものは食べない
◦根拠のない言い伝えを信じない
 に裂けるきのこは食べること
（例）縦

ができる、毒きのこは派手な色、 （☎ 31・3131）

生活排水の浄化には一人ひとりの心が

食用きのこは地味な色、虫が食

けが大切です。この機会に、家庭からで

べているきのこは食べられるなど

る排水について考え、水の汚れをできる

■毒きのこによるさまざまな症状

だけ減らすよう工夫していきましょう。

◦手足のしびれ・視力障害などの神経症状

■家庭でできるちょっとした生活排水対策

◦嘔吐・腹痛・下痢などの胃腸症状

◦料理は余分に作らない

◦その他の腎臓・肝臓などの重篤な症状

◦三角コーナーや水きりネットなどを使用する

お う と

重篤な場合、死に至る場合があります。
万が一、誤食して発症したら至急、医

川と海のクリーン大作戦

◦汚れのひどい食器はふき取ってから洗う
◦廃油は流さずに、リサイクルステー

療機関で診察を受けてください。

とき：10月24日㈰午前9 時（予備日31日

ションに資源として持ち込むか、固

問合先：生活衛生課（☎ 39・9124）

㈰） ところ：豊川左岸河川敷（豊橋創造

めたり紙にしみこませたりして、もや

大学北側） 内容：豊川左岸河川敷の清

すごみとして出す

10月1日㈮から小坂井バイパス大型車の
料金割引社会実験が始まります

掃 その他：動きやすい服装で参加して

◦洗剤やシャンプーは適量を使う

ください 問合先：河川課
（☎51・2536）

◦浄化槽を適正に維持管理する

小坂井バイパスにて、大型車（Ｉ）の料

問合先：環境保全課（☎ 51・2390）

金割引社会実験が 10月1日㈮から始ま
ります。特別回数券（10 枚綴り）を小坂
井バイパス料金事務所にて販売してい
ます。特別回数券を購入することによ
り1 回あたり通常通行料金 160 円のとこ
ろ100 円になります。使用期限は 10月
1日～来年 3 月31日です。払い戻しは
行いません。
対象：大型車（Ｉ）
（普通貨物自動車で 3

川と海のクリーン大作戦のようす

市営墓地使用に関する
各種手続きについて

軸以下・積載量 5t 以上または総重量 8t

市営墓地を使用している方が死亡、住

以上など） 特別回数券の料金：1,000円

所等変更などをした場合や、納骨、改

（10 枚綴り） 問合先：道路建設課（☎

葬、墓石の改築、墓地の返還などをす

51・2520）

る場合、手続きが必要です。
問合先：福祉政策課（☎ 51・2369）

25

食器を洗う前に油汚れなどはふき取りましょう

