主な対象

どなたでも

女性

男性

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

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

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。

募集

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

高齢者向け優良賃貸住宅
アネシス・サイトウの入居者

市内在住・在学・在勤の方

作品：白

システム化された装備品を駆使・運用

黒・カラーともに 2L サイズ以上で、昨

するとともに、国際社会においても自信

豊橋市が家賃の一部を補助している、高

年 11月1日以降に撮影した自作・未発

を持って対応できる自衛官を養成する

齢者が安全に安心して居住できる民間

表の作品。フィルム写真、デジカメ写

ための陸上自衛隊 高等工科学校生徒

の賃貸住宅入居者を募集します。

真どちらでも可

を募集します。

所在地：花田町字斉藤75-4 募集戸数／

点・入選 15 点にそれぞれ賞状と賞金

対象：平成27年4月1日現在、15歳以上

間取り：1 戸／ 1LDK（48㎡） 住宅の概

その他：入選作品の版権は主催者に帰

17 歳未満の男子で、中学校卒業者また

要：鉄筋コンクリート造 6 階建（バリアフ

属し、賞と引き換えにネガ・データを

は中等教育学校の前期課程修了者 受

リー化対応）
。風呂・トイレ・寝室に設

いただきます 応募方法：11月30日
（必

付期間：11月1日～来年 1月9日 試験

置された緊急非常ボタンによる緊急時

着）までに直接または郵送で、裏面に

日：1 次試験／来年 1月24日㈯、2 次試

対応サービスや、水センサーによる安

応募票を貼った作品を豊橋市体育協会

験／来年 2月5日㈭～8日㈰の間の指定

否確認サービスが利用できます 入居

（〒440-0832 岩田町 1-2 岩田運動公園

する1日 その他：11月9日㈰午前10時

資格：60 歳以上の単身世帯または夫婦

から穂の国とよはし芸術劇場「プラット」

世帯 その他：先着順で申し込みを受

賞：推薦 1 点・特選 2

内☎ 63・3031）※応募票は各体育施設、
豊橋市体育協会で配布

す。申込方法など詳しくはお問い合わせ

える場合、空き室待ちになります

ください 問い合わせ：自衛隊豊橋地域

賃：48,500 ～ 66,000 円（所得に応じ決

事務所
（新栄町字南小向☎33・2693）

定） 入居時期：随時 申込先：住宅課

豊橋市非常勤嘱託員
（女性相談窓口相談員）
年齢要件：昭和 27

家

（☎ 51・2602）

談

12月6日㈯に開催する「図書館まつり

け付けます。申し込みが募集戸数を超

東三河ビジネスプランコンテスト

売する本を募集します。

年 4 月2 日以降に生まれた方

募集期間：10 月15日㈬～ 11 月24日㉁

要件など：心理カウンセラーなどの資格

または新たな事業を行う個人・法人・

募集対象：読み終えてリサイクルしたい

を有し、夫婦・異性・家族・DV（ドメ

学生など 内容：優秀なプランを投資

本（雑誌、全集、百科事典、汚れの著

スティック・バイオレンス）などの相談

家・融資制度の紹介など専門家が支援

しい本を除く） 持込場所：中央図書館

業務に習熟した方

し、事業化を図ることを目的としたコン

業務内容：男女共

応募資格：東三河に在住もしくは東三河
で将来、プランをもとにした起業・創業、

同参画センター「パルモ」
（神野ふ頭町

テストです

部門：一般事業部門、ア

、石巻地区市民館
町 市民文化会館内）

ライフポートとよはし内）における女性

イデア部門

選考方法：書類審査・プ

（石巻本町字市場）
、二川地区市民館

相談業務全般

レゼンテーション 賞：来年 2月に表彰。

（大岩町字東郷内）
、北部地区市民館

月1日～平成28年3月31日の原則1年間

一般事業部門／最優秀賞 1 件（賞金 30

（大村町字仲川原）
、青陵地区市民館

処遇：報酬のほか、厚生年金、健康保

万円など）
、アイデア部門／最優秀賞 1

（南牛川二丁目）
、南部地区市民館（北

険など社会保険に加入 募集要綱の配

件（賞金 10 万円など）
、特別賞（記念品

山町）
、牟呂地区市民館（東脇二丁目）
、

布：市役所人事課（東館 5 階）・市民協

など） 応募方法：11 月30日までに応

アイプラザ豊橋（草間町字東山）
、こど

働推進課（西館 4 階）
・各案内所（東館・

募用紙を㈱サイエンス・クリエイト（〒

も未来館ここにこ
（松葉町三丁目）

西館 1 階）
・じょうほうひろば（東館 1 階）
、

441-8113 西幸町字浜池 333-9

■ボランティア募集

各窓口センター、ホームページ
（http://

tsc.co.jp）※ 応 募 用 紙 は ホ ー ム ペ ー

11 月26日㈬～ 28日㈮に、集まったリ

www.city.toyohashi.lg.jp/6760.htm）

ジ（http://www.tsc.co.jp/business_

サイクル本の整理作業を手伝っていた

で配布 申し込み：11月14日までに申

、 市役所産業政策課（東館
contest/）

だける方を募集します。詳しくはお問

込書・必要書類を、直接または郵送で

10 階）
で配布 問い合わせ：㈱サイエン

い合わせください。

市民協働推進課（西館 4 階〒440-8501

ス・クリエイト（☎ 44・1111）
、市役所

住所不要） 問い合わせ：市民協働推進

産業政策課（☎ 51・2436）

［共通事項］問い合わせ：中央図書館（☎
31・3131）

嘱託期間：平成 27 年 4

bpc@

課（☎ 51・2189）

広報とよはし 平成 26 年 10月15日 28

情報あれこれ

（羽根井町）
、配本センター（向山大池

集

募集人員：若干名

募

リサイクル本のチャリティー販売」で販

資格・

相

リサイクル本

（西小田原町）で制度説明会を開催しま

支 援・医 療

将来、陸上自衛隊において、高機能化・

楽しむ・学ぶ

リエーションに関するもの 応募資格：

楽しむ・学ぶ

とよはしの公園フォトカレンダーを
販売しています

11月8日㈯・9日㈰は、
市役所駐車場などの利用はできません

季節を感じる公園の風景写真を市民の

11 月8日㈯・9日㈰は、市役所の電気

採用予定職種／人員など：①技術職（土

みなさんから募集し、平成 27 年版のカ

設備定期点検のため、全館停電します。

木）／若干名②学芸員（物理・化学）／1

レンダーを作成しました。

市役所駐車場と展望ロビー・レストラン

人 資格・要件など：①昭和 59 年 4月2

販売場

（東館 13 階）は利用できません。夜間・

日以降に生まれた方②昭和30年4月2日

所：市役所じょうほうひろば（東館 1 階）
・

休日窓口を利用する方は東館前地上駐

以降に生まれた方※必要な資格など、そ

公園緑地課（東館 9 階）
、豊川堂（本支

車場に駐車してください。

の他の要件がありますので必ず募集要綱

店）
、精文館書店（本支店）
、高英堂書

問い合わせ：資産経営課（☎ 51・2125）

で確認してください 申し込み：10月30日

店（松葉町二丁目）
、耕文堂書店（広小

※当日は夜間・休日窓口（☎ 51・2421）

（必着）までに直接または郵送で申込書

価格：200 円

サイズ：A4 版

支 援・医 療

路三丁目）など その他：「未来の子ど

■技術職・学芸員

など必要書類を市役所人事課（東館 5 階

相

フォトコンテスト」の写真を募集してい

接骨院・整骨院・鍼灸院の
施術内容の点検について

ます。詳しくはチラシをご覧ください

医療費の適正化を図るため、柔道整復・

採用予定職種／人員など：①養護員／ 1

※チラシは市役所じょうほうひろば・公

鍼灸マッサージ
（接骨院・整骨院・鍼灸

人②その他労務職／ 10 人程度 資格・

園緑地課、各校区・地区市民館、ホー

院）にかかった施術内容の点検をしま

要件など：①昭和 30 年 4月2日～平成 9

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

す。委託先（ガリバー・インターナショ

年 4月1日に生まれた方②昭和 30 年 4

lg.jp/15740.htm）で 配 布

ナル㈱（大阪市北区豊崎）
）から施術内

月2日以降に生まれた方で普通自動車

容の確認の手紙が届いたら、期限まで

免許を有する方または平成 27 年 3月31

に回答をお願いします。

日までに取得見込の方 申し込み：11月

対象：豊橋市国民健康保険に加入して

12日（必着）までに直接または郵送で申

いる方

込書など必要書類を市役所人事課

もたちに見せたい・残したい緑の風景

問い合わ

せ：公園緑地課（☎ 51・2654）

談

10月27日㈪～11月9日㈰は
読書週間「めくる めぐる 本の世界」
「読書週間」
とは、
昭和22（1947）
年に
「読
書の力によって、平和な文化国家を創

問い合わせ：国保年金課（☎

51・2285）

〒440-8501住所不要☎51・2050）
■労務職員
（養護員など）

［共通事項］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

募
集
情報あれこれ

ための行事週間です。この期間に、読

防災情報ステーション
（公衆無線LAN環境）を整備しました

（東館・西館1階）
・じょうほうひろば
（東

んでみたかった本や普段読まないジャ

防災情報など、市から市民のみなさん

館 1 階）
、 各窓口センター、カリオン

ンルの本に挑戦してみませんか。ぜひ、

にお知らせすべき情報を配信するため、

ビル、ホームページ（http://www.city.

図書館に来て素敵な本との出会いを楽

防災情報ステーション（公衆無線LAN環

toyohashi.lg.jp/6760.htm） その他：試

しんでください。図書館では本を 1 人

境）を広域避難場所などに整備しました。

験日程など詳細は募集要綱参照

10 冊 15日間借りることができます。ま

災害対策本部設置時など非常時に、お

た、以下の施設でも図書の貸出・返却・

手持ちのスマートフォンで無料で無線

予約や貸出券の登録を行うことができ

LAN を利用することができます。また、

ます。

平時の一部時間帯も一般開放していま

ところ：配本センター（向山大池町）
、石

す。接続方法など詳細は、ホームページ

巻・二川・青陵・北部・牟呂・南部地

（http://www.city.toyohashi.lg.jp/2572.

ろう」を合言葉に始まった読書普及の

綱などの配布：市役所人事課・各案内所

情報あれこれ
11月8日㈯は「証明発行土曜窓口」を
休業します

区市民館、こども未来館ここにこ（松葉

htm）
または設置施設でご確認ください。

町三丁目）
、アイプラザ豊橋（草間町字

設置施設：豊橋公園、 岩田運動公園、

市では、平日に市役所へ証明書を取りに

東山）

高師緑地、豊橋競輪場（東田町）
、市民

来ることができない方のために、
「証明発

■関連イベント

文化会館（向山大池町）
、こども未来館

行土曜窓口」として、土曜日の午前中（午

（松葉町三丁目）
、ほいっぷ（中野町字

前 9 時～午後 0 時 30 分）に住民票の写し

図書館職員によるブックトーク
テーマ：

中原）
、ライフポートとよはし（神野ふ

などを発行していますが、11月8日㈯は、

どうぶつえんへいこう！ 参加料：無料

頭町）
、あいトピア（前畑町） 問い合

全庁舎停電に伴い、窓口を休業します。

申し込み：不要

わせ：豊橋ケーブルネットワーク㈱（☎

問い合わせ：市民課（☎ 51・2272）

とき：10 月 26 日㈰ 午 後 2 時

［共通事項］問い合わせ：中央図書館（☎
31・3131）
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しんきゅう

平成27年度 豊橋市職員

56・1231）
、市役所情報企画課（☎ 51・
2080）

