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募集
	キッズ＆クラフトフリマ出店者

来年1月に開催予定の「豊橋男女共生フ

ェスティバル」では、子育て支援と不用

品のリサイクルを目的に、豊橋リサイ

クル運動市民の会がフリーマーケット

を企画し、出店者を募集しています。

とき：来年 1月20日㈰午前 10 時～午後

1時（小雨決行）　ところ：ライフポートと

よはし（神野ふ頭町）　定員：40人（申込

順）　その他：出品は、家庭で不要にな

った育児・子ども用品、手づくり品に

限ります　申し込み：11月16日までに

豊橋リサイクル運動市民の会（☎ 090・

3561・9187 frima@ezweb.ne.jp）　

問合先：豊橋リサイクル運動市民の会、

市民協働推進課（☎51・2188）

	図書館まつり　リサイクル本
12月8日㈯に開催する「図書館まつり　

リサイクル本のチャリティー販売」で販

売する本を募集します。

募集期間：10月17日㈬～ 11月25日㈰　

募集対象：読み終えてリサイクルしたい

本（雑誌、全集、百科事典、汚れの著

しいものなどを除く）　持込場所：中央

図書館（羽根井町）、配本センター（向

山大池町　市民文化会館内）、石巻地区

市民館（石巻本町字市場）、二川地区市

民館（大岩町字東郷内）、南稜地区市

民館（大清水町字彦坂）、北部地区市民

館（大村町字仲川原）、青陵地区市民館

（南牛川二丁目）、南部地区市民館（北

山町）、牟呂地区市民館（東脇二丁目）、

こども未来館ここにこ（松葉町三丁目）

■ボランティア募集
11月28日㈬～ 30日㈮に行う、集まっ

たリサイクル本の整理作業を手伝って

いただける方を募集します。詳しくは

問い合わせてください。

［共通事項］問合先：中央図書館（☎31・

3131）

	東三河ビジネスプランコンテスト
応募資格：新規性・独創性のあるビジ

ネスプランを持ち、東三河地域におい

て創業・新分野進出を目指す個人・法

人（学生を含む）　内容：優秀なプラン

を投資家・融資制度の紹介など専門家

が支援し、事業化を図ることを目的とし

たコンテストです　部門：マーケット開

拓部門、技術開発部門、6次産業化部門、

学生部門　選考方法：書類審査・プレ

ゼンテーション　賞：来年 3月に表彰。

最優秀賞1件（賞金10万円）、特別賞（記

念品）　応募方法：11月30日までに応

募用紙を直接または郵送で東三河ビジ

ネスプランコンテスト実行委員会事務

局（〒441-8113 西幸町字浜池 333-9 ㈱

サイエンス・クリエイト内）※応募用紙

はホームページ（http://www.tsc.co.jp/

business_contest）、市役所産業政策課

（東館 10 階）で配布　問合先：東三河

ビジネスプランコンテスト実行委員会

事務局（☎44・1111）、市役所産業政策

課（☎51・2436）

	三人乗り自転車を貸し出します
（追加募集）

対象：市内に住所があり、かつ在住で、

満1歳以上6歳未満の子どもを2人以上

育てている方　貸出機種／月額利用料／	
予定台数：三段ギア付きタイプ／ 600

円／ 3 台、電動アシスト付きタイプ／ 

1,000 円／ 14 台（各抽選）　貸出期間：
11月上旬～来年 3月末　申し込み：10

月25日（必着）までに申込書を市役所

保育課（東館 2 階〒440-8501 住所不要

☎51・2316）※申込書はホームページ

（http://www.city.toyohashi.aichi.jp/

bu_fukushi/hoiku/）、 市 役 所 保 育 課、

各保育園・幼稚園、こども未来館ここ

にこ（松葉町三丁目）、交通児童館（向

山 町 字 池

下）で配布

	子育て支援とよはしファミリー・
サポート・センター会員

子育ての援助を受けたい方（依頼会

員）と援助のできる方（援助会員）を募

集します。仕事と育児の両立をめざす

方、ボランティア活動に関心のある方

は、ぜひ会員登録をしてください。

対象：依頼会員／市内在住・在学・在

勤の方、援助会員／市内在住の方　対
象となる子：小学生以下　費用：依頼会

員は活動終了時に援助会員へ報酬を支

払います（入会料、保険料は無料）　登
録に必要なもの：印鑑、写真 2 枚（縦 4

㎝横 3㎝）　その他：登録後に会員講習

を受けることが必要です

■会員講習会
とき：11月10日㈯午後 1 時～ 4 時 30 分　

ところ：あいトピア（前畑町）　内容：子ど

もの心身の発達や食生活、安全と事故

防止、遊びなどについて学びます　そ
の他：託児あり（予約制。定員50人）

［共通事項］申込先：とよはしファミリー・

サポート・センター（前畑町あいトピア内

☎ 56・7500 http://toyohashi-shakyo.

or.jp/wordpress/shakyo/jidou/fsc）

	高齢者向け優良賃貸住宅
SKM（関屋町高齢者マンション）の入居者

市が家賃の一部を補助する、高齢者が

安全に安心して居住できる民間の賃貸

住宅入居者を募集します。

住宅名：SKM（関屋町高齢者マンション）　

所在地：関屋町163-1ほか　募集戸数／	
間取り／家賃：4 戸程度／ 1LDK（約 41

㎡）／41,100～63,000円（家賃は所得

に応じ決定）　住宅の概要：重量鉄骨造

5階建（バリアフリー対応）。風呂・トイレ・

寝室に設置された緊急非常ボタンによ

る緊急時対応サービスや水センサーに

よる安否確認サービスが利用できます　

入居者資格：60歳以上の単身世帯また

は夫婦世帯など　その他：先着順で申し

込みを受け付け、募集戸数を超え次第、

空室待ちになります　入居時期：随時　

申込先：住宅課（☎51・2602）

三人乗り自転車（イメージ）
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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。

	スポーツG
ゴ ミ

OMI拾い大会　in　5
ゴミゼロ

30
豊橋参加チーム

とき：11月18日㈰午前 8 時～ 11 時　と
ころ：豊橋駅周辺　内容：チームで決め

られたエリア内のごみを拾い、拾った

ごみの量を競う、誰でも簡単に参加で

きるゲームです。賞品と参加賞もあり

ます　定員：30チーム（抽選。1チーム

3～5人で、高校生以上が1人以上必要）　

参加料：無料　その他：詳しくはホー

ムページ（http://www.530.toyohashi.

aichi.jp/）参照　申し込み：11月9日（必

着）までにチーム名、参加者全員の氏

名（中学生以下の方は年齢も）、代表

者の住所・電話番号を 530 運動環境

協議会事務局（市役所環境政策課内〒

440-8501 住所不要☎ 51・2414 56・

5126 530@city.toyohashi.lg.jp）

	市民スポーツ写真コンクール作品
テーマ：市内で撮影したスポーツ・レク

リエーションに関するもの　応募資格：
市内在住・在勤の方　作品：白黒・カ

ラーともに 2L サイズ以上で、昨年 11

月1日以降に撮影した自作未発表の作

品。フィルム写真、デジカメ写真どち

らでも可　賞：推薦1点・特選2点・入

選15点に、それぞれ賞状と賞金　その
他：入選作品の版権は主催者に帰属し、

賞と引き換えにネガ・データをいただ

きます　応募方法：11月30日（必着）ま

でに裏面に応募票を貼った作品を直接

または郵送で豊橋市体育協会（〒440-

0832岩田町1-2岩田運動公園内☎63・

3031）※応募票は各体育施設、豊橋市

体育協会で配布

情報あれこれ
	人・農地プランの作成と更新について

「人・農地プラン」は、地域が抱える人

と農地の問題を解決していくためのプ

ランであり、本市でも今年 8月に作成

しました。このプランに位置付けられ

た農業者は、各補助金の交付条件を満

たすと予算の範囲内で「青年就農給付金

（経営開始型）」「農地集積協力金」「ス

ーパーＬ資金の金利負担軽減措置」な

どの支援を受けることができますので

希望者は問い合わせてください。現在

のプランは、12月頃に内容を更新する

予定です。更新案の閲覧方法など詳し

くは、後日本紙などでお知らせします。

問合先：農政課（☎51・2464）

	男女共同参画に関する標語の
入賞者が決まりました

男女共同参画に関する標語の募集に

605 点（一般の部 50 点、 中学生の部

555点）の応募があり下記の方が入賞し

ました（敬称略）。応募作品は 10月18

日まで市役所市民ギャラリー（東館1階）

に展示します。

■一般の部
最優秀賞：親の背を　見ながら育つ　子

どもたち　見ていてくれよ　イクメンのパ

パ（谷口香里、向山西町）

■中学生の部
最優秀賞：男子女子　あってもいいのは 

トイレだけ（鈴木沙耶、吉田方中）

問合先：市民協働推進課（☎51・2188）

	愛知県最低賃金が
10月1日㈪から改正されました

最低賃金：時間額 758 円（8 円引上げ）　

その他：愛知県の特定（産業別）最低賃金

（7 業種）については、現在、改正など

のため調査審議中ですので、今後の改

正状況に注意してください　問合先：豊

橋労働基準監督署（☎54・1192）

	アイプラザ豊橋の予約受付
現在、アイプラザ豊橋は、改修工事な

どで休館中です。改修後の来年 4月1

日からは市の施設「アイプラザ豊橋」と

して運営を開始します。そこで、小ホ

ール、会議室などの予約を次のとおり

受け付けます。

日程など：下表　ところ：公会堂 1 階（八

町通二丁目）　その他：希望日時が重複

したときは抽選。抽選終了後は文化課

で受け付け（先着順。電話で仮予約可）。

体育室は来年 1月から予約を受け付け

ます。詳細はホームページ参照。講堂

の予約受け付けは、文化課に問い合わ

せてください　問合先：文化課（☎ 51・

2874 http://www.city.toyohashi.

aichi.jp/bunka/aiplaza/）

	平成25年度豊橋市労務職員
採用予定職種／人員など：右表　給与：給料のほか、期末・

勤勉手当など各種手当を支給　募集要綱などの配布：市役

所人事課（東館 5 階）・各案内所・じょうほうひろば（東館 1

階）、各窓口センター、カリオンビル、ホームページ（http://

www.city.toyohashi.aichi.jp/jinji/）　その他：試験日程など

詳細は募集要綱参照　申し込み：11月13日（必着）までに

申込書など必要書類を直接または郵送で市役所人事課（〒

440-8501住所不要）　問合先：人事課（☎51・2050）

■平成25年度豊橋市労務職員

職種／人員 資格・要件など

動物飼育員／若干名 昭和 28 年 4 月 2 日以降に生まれた方

その他労務職／5人程度

昭和 28 年 4 月 2 日以降に生まれた方
で、普通自動車免許を有する方また
は平成 25 年 3 月 31 日までに取得見
込みの方

■予約受付
　（小ホール、会議室など）

対象施設 利用期間 とき

小ホール 平成 26 年
1 ～ 3 月

11 月 1 日㈭
午前 10 時

会議室など 平成 25 年
5 月

11 月 1 日㈭
午後 1 時 30 分


