暮らし情報 募集

総合老人ホーム臨時職員（介護業務補助・
調理業務補助）
の登録者

自然史博物館ボランティア

情報あれこれ 情報ひろば

高齢者向け優良賃貸住宅の入居者

■教育普及ボランティア

市が家賃の一部を補助する、高齢者が

総合老人ホームで勤務する介護職員や

対象：月1 回以上、土・日曜日、祝・休

安全に安心して居住できる民間の賃貸

調理職員が、病気や産休・育休などで

日と特別企画展期間中のいずれか、ま

住宅入居者を募集します。

欠員が生じた際の代替職員は、事前登

たはその両方で活動可能な方 活動内

■ SKM（関屋町高齢者マンション）

録者から採用しています。希望する方

容：常設展示室や特別企画展での解説

所在地：関屋町163-1ほか 募集戸数／

は、事前に登録をしてください。必要

やイベントの補助 募集人数：10人程度

間取り／家賃：2 戸程度／ 1LDK（約 41

が生じた時に総合老人ホームから、登

（選考）

㎡）／ 41,100 ～ 63,000 円（家賃は所得

録者の中で条件のあった方へ連絡し、

■資料整理ボランティア

に応じ決定） 住宅の概要：重量鉄骨造

面接を行います。

対象：おおむね月8 時間以上の活動が

5 階建（バリアフリー対応）

申し込み：随時、写真貼付の履歴書を

可能な方 活動内容：化石分野の資料

■アネシス・サイトウ

直接、総合老人ホーム（飯村町字高山

整理と登録作業の補助

所在地：花田町字斉藤75-4 募集戸数／

☎ 61・2013）

干名（選考）

情報あれこれ

募集人数：若

間取り／家賃：2 戸程度／ 1LDK（約 48

［共通事項］活動場所：自然史博物館

㎡）／ 48,500 ～ 66,000 円（家賃は所得

その他：4 月7日㈰午後 2 時～ 3 時に新

に応じ決定） 住宅の概要：鉄筋コンク

規申込者を対象に説明会を開催します。

リート造 6 階建（バリアフリー対応）

豊橋市森林整備計画変更案を
縦覧しています

報償費・交通費・食事代などの支給は

［共通事項］入居者資格：60 歳以上の単

ありません 申し込み：2月15日～ 3月

身世帯または夫婦世帯など 入居時期：

16 日（必着）に、はがきで住所、氏名、

随時 その他：風呂・トイレ・寝室に設

縦覧期間：2 月28日㈭までの月～金曜

年齢、電話番号、希望するボランティ

置された緊急非常ボタンによる緊急時

日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 と

ア分野、活動できる主な曜日・時間帯

対応サービスや水センサーによる安否

ころ：市役所農政課（西館 3 階） 意見

を自然史博物館（〒441-3147 大岩町字

確認サービスが利用できます。先着順

書の提出：縦覧期間中に市長あてに提

大穴 1-238 ☎ 41・4747）

で申し込みを受け付けます。申し込みが

出することができます 問合先：農政課

募集戸数を超えた場合、空室待ちになり

（☎ 51・2477）

分
平日 参 加 が 困 難 な

日㈰午前 時 分～午後

対象

9

〈休日コース〉

とき

時

妊婦と夫 内容 妊娠中の栄養の話、

10

ふれあい・子育て情報

5

3

月の

9

■妊娠・出産に関する相談

助産師などが妊

30

とき 月～金曜日午前 時～午後

内容

時 対象 市内在住の女性とパート

ナーな ど

出産と育児の話、赤ちゃんの抱き方

や お むつ交 換 な ど の 実 技、 グ ル ー

娠・出産に関する相談に応じます

■新生児訪問指導

20

組
（申込順）

11

プワーク 定員

30

対象 はじめての出産後おおよそ

日㈪午前 時 分～ 時

9

■外国人母子保健相談

とき
11

1

か月以内の方 内容 育児や授

乳方法などについて助産師などが

対象
外国人の乳幼児と保護者

家庭訪問を行い、相談に応じます

時

内容 妊娠・出産・育児について

4

組（申込順） 持ち物 母子健康

分～

4

手帳 その他 ポルトガル語・英

時

30

語の通訳がいます

日㈪午後

1

30

■ティーンズマタニティクラス

とき

歳未満の妊産婦 内容 妊

20 18

11

その他 詳しくは母子健康手帳と

か月以上

6

の相談、乳幼児の身体測定 定員

歳

1 10

同時配布の「パパとママへ」を見て

ください

■大きくなあれ

日㈪午前 時～ 時 分

4

〈キッズクラス〉

とき

おおむね

対象

対象

の低出生体重児・双子・三つ子の

組
（申込順）

ふれあい遊び、産後の簡単なシェイ

プアップ体操 定員

ところ 明記していない場合は保

健所・保健センター（中野町字中

20

産婦の生活、赤ちゃんの抱き方やお

4

子どもと保護者、多胎の妊婦 内

30

むつ交換などの実技、赤ちゃんとの

物 母子健康手帳

1

容 親子あそびと話し合い 持ち

■パパママ教室

日㈪午後 時 分～ 時

4

〈実践コース〉

とき

対象 妊婦と夫 内容 妊娠中の

申込先 こども保健課（☎ ・９

39

栄養と歯科の話、簡単な調理実習、 原「ほいっぷ」内） 参加料 無料

お父さんの妊婦疑似体験、グルー

１５３）※定員のないもの（新生児

訪問指導を除く）
は直接現地

プワークによる仲間づくり 定員

組
（申込順）

20

ます 申込先：住宅課
（☎51・2602）

30
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主な対象

どなたでも

女性

男性

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

カラスの巣作りによる停電防止に
ご協力ください

「人・農地プラン」とは、地域が抱える

農業委員会委員選挙人名簿を
縦覧します

毎年 2 ～ 5月にかけて、カラスの巣作り

人と農地の問題を今後解決していくた

平成 25 年 1月1日現在で作成した農業

がピークとなります。カラスは、巣作り

めのプランであり、プランに位置付け

委員会委員選挙人名簿を縦覧します。

に金属製ハンガーなどを使うことがあり、

られ、各補助金の交付条件を満たすと

登録されていない場合は異議申し立て

電柱の上に巣を作ると、漏 電や短絡

予算の範囲内で国の支援を受けること

をすることができますので、縦覧期間中

ができます。本市で昨年 8 月に作成し、

に選挙管理委員会へ申し出てください。

せる恐れがあります（平成 24 年に豊橋

12月に更新したプランを、今回新たに

縦覧期間：2月23日～ 3月9日午前 8 時

で確認された電柱の上での巣作りは

更新するため、説明会および更新案の

30 分～午後 5 時 ところ：選挙管理委員

340 か所）
。中部電力では、パトロール

閲覧を実施します。

会（市役所東館 5 階） 問合先：選挙管

を強化して、カラスの巣作りの発見と

■説明会

理委員会（☎ 51・2960）

停電防止措置に努めていますが、市民

とき：2 月28日㈭午後 6 時～ 7 時 とこ

のみなさんも次のとおりご協力をお願

ろ：市役所講堂（東館 13 階） 定員：200

いします。

人（先着順）

■停電防止のためのお願い

■プラン更新案の閲覧

縦覧期間：2月15日㈮～ 3月1日㈮（土・

◦金属製ハンガー・針金などを、みだ

とき：3月1日㈮～ 15日㈮ ところ：市役

日曜日を除く）午前 8 時 30 分～午後 5

所農政課（西館 3 階） 対象：市内農家

時 15 分 ところ：上下水道局下水道整

◦電柱の上にカラスの巣を発見したら、

台帳登録者（本人および同一世帯員に

備課（牛川町字下モ田） 変更内容：野

中部電力㈱豊橋営業所まで連絡して

限る） 持ち物：運転免許証など本人確

田処理区の合流区域を中島処理区へ編

ください。現場の状況を確認し、停

認のできる身分証 その他：来年度も

入（豊橋市公共下水道）
、前芝処理分区

電を防止する措置（巣の撤去、金属

プランの更新を予定しており、詳細は

の一部追加（豊川流域関連公共下水道）

類の除去など）
を実施します

本紙などでお知らせします

など 意見書の提出：市内在住の方ま

ろうでん

（ショート）で、広範囲な停電を発生さ

りに放置しないようお願いします

問 合 先：中 部 電 力 ㈱ 豊 橋 営 業 所（

人・農地プランの更新について

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

［共通事項］
問合先：農政課
（☎51・2464）

0120・985・630）
、市役所環境保全課

公共下水道事業計画変更案を
縦覧します

たは利害関係のある方で、意見のある
方は、縦覧期間中に市長あてに提出す

（☎ 51・2385）

ることができます 問合先：下水道整備
課（☎ 51・2781）

便利だね！

ホームページミニ情報
豊橋市 Facebook（フェイスブック）
・Twitter（ツイッター）
をご利用ください
問合先	広報広聴課 ( ☎ 51・2165
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/)
豊橋市では Facebook・Twitterでも情報を発信しています。い
ずれも豊橋市 HP からリンクしており、ユーザー登録をしなくて
も情報を見ることができますが、「いいね！」や「フォロー」をして
おけば、より簡単に情報を入手できます。ぜひご利用ください。
豊橋市公式フェイスブック
「ええじゃないか豊橋」

※ Facebook・Twitter は、インターネットを活用した、世界中
の人々に利用されている情報伝達の媒体です
■防災・安全・安心情報（Facebook・Twitter）
災害時における警報・避難所などについての情報はもちろん、
交通事故や防犯情報についても情報を発信しています。
■豊橋の魅力情報（Facebook・Twitter）
イベント情報や、ちょっといい話など豊橋の楽しい情報を発信

豊橋市ＨＰからリンクしています
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しています。

