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どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
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。
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	東陽ふれあい音楽会
とき／内容／出演／曲目：7月9日㈬午

前10時／「懐かしのフォークソング弾

き語り」ギターで一緒に歌おう／ハヤオ、

かよちゃん、ののちゃん／あの素晴らし

い愛をもう一度、なごり雪、Yesterday

OnceMore、青葉城恋歌ほか、7月23

日㈬午前10時／「歌曲・オペラの響き」

歌と演技が一体に／酒井和音、吉田

裕太、吉川友香利／わたしのお父さん、

おいらは鳥刺し、なんて愛なの！、夏の

思い出、浜辺の歌ほか　ところ：東陽地

区市民館（多米中町一丁目）　参加料：
400円（当日参加可。前売り券は飲み物

とお菓子付き）　問い合わせ：東陽地区

市民館（☎61・7741）

	障害者委託訓練	しんしろ
パワーポイントコース

とき：8月29日～9月30日の月～金曜日午

後1時～5時5分　ところ：しんしろドリー

ム荘研修室（新城市宮ノ前）　対象：障害

者手帳所持者（身体（弱視可）、知的、精

神）で、訓練所まで自身で通える方　内
容：パワーポイントの操作方法と効果的

なプレゼンテーションの方法を学びます　

定員：10人（面接で選考）　受講料：無

料　申し込み：8月5日までにハローワー

ク豊橋（大国町☎52・7191）　問い合わ
せ：ハローワーク豊橋、愛知障害者職業

能力開発校（☎0533・93・2102）

	手話体験講習会
手話ってなあに？

とき／ところ：7月26日㈯午後1時～3時／

つつじが丘地域福祉センター（佐藤五丁

目）、8月2日㈯午後6時～8時／牟呂地

域福祉センター（牟呂町字内田）、8月27

日㈬午後1時～3時／大清水地域福祉セ

ンター（大清水町字大清水）　内容：あい

さつや自己紹介など基本的な手話表現や、

聴覚障害者の日常生活などについて学び、

手話学習のきっかけとします　定員：各

20人（申込順）　受講料：無料　申し込み：
7月18日までに豊橋市社会福祉協議会（☎

52・1111）

暮らし情報
支援
	認知症介護者交流会　わの会

とき：7月5日、8月2日、9月6日の土曜

日午後1時30分～4時　ところ：豊橋商

工会議所（花田町字石塚）　対象：認知

症の方を介護している家族　内容：参

加者同士で介護の悩みなどについて話

し合います　参加料：各500円　申し込
み：不要　問い合わせ：（公社）認知症

の人と家族の会愛知県支部（☎0562・

33・7048）、市役所長寿介護課（☎51・

2338）

	生ごみ処理機の購入に
補助金を交付します

生ごみ処理機を利用すると、驚くほど

生ごみを減らすことができ、処理した

生ごみは肥料としても活用できますの

で、ぜひご利用ください。

対象：次の①～③の全てを満たす方（事

業所を除く）。①市内に住民登録があり、

かつ在住である②市内の販売業者で処

理機を購入した③とよはしエコファミリー

に登録をする世帯に属している　補助
金額／基数：［生ごみ減量容器（コンポ
スト）］購入価格の2分の1以内で限度

額3,000円（5年間で1世帯2基まで）／

70基（申込順）［電動式生ごみ処理機］購
入価格の2分の1以内で限度額20,000

円（5年間で1世帯1基まで）／60基（申

込順）※いずれも交付後5年以上経過

すれば再度申請可　申し込み：購入時

に販売業者で販売証明書を記入して

もらい、申請用紙、とよはしエコファ

ミリー宣言書（電動式の場合はメーカー

の保証書の写しを添付）を環境政策課

（西館5階〒440-8501住所不要☎51・

2417）※申請用紙は市内販売店、環境

政策課、ホームページ（http://www.

city.toyohashi.lg.jp/6171.htm）で配布

	禁煙ニコニコプラン・禁煙相談
とき：7月23日㈬ 午 前9時・10時30

分、午後1時30分・3時　ところ：保健

所・保健センター（中野町字中原「ほい

っぷ」内）　対象：市内在住の方　内容：
約3か月間で禁煙を目指します。禁煙

開始後の辛い症状を上手に乗り切るた

め、個人に合わせた検査や面接を行い

ます　講師：保健師　定員：6人程度（申

込順）　参加料：無料　その他：保健師

による禁煙相談（無料）を随時受け付け

ています。詳しく

はお問い合わせ

ください　申し込
み：7月22日まで

に健康増進課（☎

39・9145）

募集
	平成27年度
豊橋市民病院新規職員

採用予定職種／人員：診療放射線技師・

臨床検査技師・理学療法士・言語聴覚

士・臨床工学技士・薬剤師／各若干名　

給与：給料のほか期末・勤勉手当など

各種手当を支給　要綱の配布：市民病

院管理課・総合案内所（青竹町字八間

西）、市役所各案内所（東館・西館1階）・

じょうほうひろば（東館1階）、各窓口

センター、ホームページ（http://www.

municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp/）　

試験：［一次］7月26日㈯／市民病院会議

室／適性検査・筆記試験・小論文など［二
次］8月9日㈯／市民病院会議室／面接

など　その他：詳細は募集要綱参照。助

産師、看護師についても募集していま

す　申し込み：郵送の場合は7月18日（必

着）までに、持参の場合は7月1日～18日

（土・日曜日を除く）午前8時30分～午

後5時に市民病院管理課（〒441-8570住

所不要）　問い合わせ：市民病院管理課

（☎33・6277）
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相談内容は秘密厳守。気軽にご相談ください。
※記載のない相談費用は無料。申し込みが必要な場合は申込期間が明記してあります

相　談

相談内容（対象など） とき／定員（申込順）／担当※敬称略 ところ 問い合わせ（申込期間）

女性のための悩みごと面接相談 7月16日㈬午前9時30分～午後3時30
分／男女共同参画センター相談員

男女共同参画センター
「パルモ」（神野ふ頭町
ライフポートとよはし内）

男女共同参画センター
☎33・2822（月～土曜日
午前9時～午後3時）

心の相談
（女性）

7月29日㈫午後1時30分～3時40分／
2人／心理カウンセラー

男女共同参画センター
「パルモ」（神野ふ頭町
ライフポートとよはし内）

男女共同参画センター
☎33・2822（予約制。7月
15日からの月～土曜日
午前9時～午後3時※7月
21日・22日を除く）

女性のための悩みごと電話相談 月～土曜日（祝・休日、7月22日を除く）
午前9時～午後3時 － 男女共同参画センター相

談室☎33・3098

金融相談
（市内中小事業者向け事業用融資）

7月10日㈭午後1時30分～4時30分／
愛知県信用保証協会、市役所商工業振
興課職員

豊橋商工会議所
（花田町字石塚）

豊橋商工会議所☎53・
7211、商工業振興課☎
51・2431

家庭児童相談
（家庭生活・学習・しつけなど）

7月17日㈭・24日㈭
午前10時～午後1時

こども未来館ここにこ
（松葉町三丁目）

家庭児童相談室
☎54・7830

月～金曜日（祝・休日を除く）
午前10時～午後4時

市役所子育て支援課
家庭児童相談室

（東館2階）

不登校について考える親と教師
の懇談会

（不登校などで悩んでいる小・
中学生の保護者）

7月25日㈮
午後4時30分～6時30分

教育会館（神野ふ頭町
ライフポートとよはし内）

教育会館
☎33・2113

司法書士による相続登記相談
（不動産の相続・贈与、会社の
登記など）

7月28日㈪
午後1時～4時（1人30分）

市役所安全生活課　　
（東館2階）

安全生活課☎51・2304
（予約制。7月14日から
の午前8時30分～午後5
時15分）

子どもの相談
（虐待・子育ての悩みなど）

月～金曜日（祝・休日を除く）
午前8時30分～午後5時15分

市役所子育て支援課
（東館2階）

子育て支援課
☎51・2327

母子家庭電話相談 毎月第2火曜日（祝・休日を除く）
午前9時～午後3時 － 豊橋市母子福祉会

☎56・7100

人権相談 月～金曜日（祝・休日を除く）
午前8時30分～午後5時15分

名古屋法務局豊橋支局
（豊橋地方合同庁舎4階）

全国共通相談専用電話
☎0570・003・110、名古
屋法務局豊橋支局☎54・
9278※電話相談も可

DV電話相談 月～土曜日（祝・休日、7月22日を除く）
午前9時～午後3時 － DV相談室

☎33・9980

DV面接相談 火・木曜日（祝・休日を除く）午前9時
30分～午後3時30分／専門相談員 －

DV相談室☎33・9980
（予約制。月～土曜日午
前9時～午後3時※7月
21日・22日を除く）

■心配ごと相談
とき／ところ：火・金曜日／八町地域福祉センター（八町通五丁目☎52・1341）、水曜日／つつじが丘地域福祉センター（佐藤
五丁目☎64・5611）、木曜日／大清水地域福祉センター（大清水町字大清水☎25・6141）。いずれも午後1時～4時（祝・休
日を除く）　内容：日常生活における困りごと、悩みごとなどの相談に応じます。電話相談可　費用：無料　申し込み：不要　問
い合わせ：豊橋市社会福祉協議会（前畑町あいトピア内☎52・1111）
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