どなたでも

主な対象

女性

男性

子ども

小学生 冬のおはなし会

高齢者

障害者

事業

朝の歩行運動と
いっせいラジオ体操のつどい

とき：12月24日㈬午後 2 時～ 3 時 とこ

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。

育児

二川宿本陣まつり
じんじつ
春の七草展 人日の節句

とき：1月4日㈰午前7時
（雨天順延11日㈰）

とき：1月2日㈮正午～ 12日㈷午後 3 時

本などを使わず、言葉だけで物語を楽

ところ：岩田運動公園、武道館、高師緑地、 （ただし、盆栽展示は 4 日㈰午後 4 時

しむストーリーテリングのおはなし会で

グリーンスポーツセンター、総合体育館、

す

定員：40 人（先着順） 参加料：無

ほいっぷ 対象：市内在住の方 参加

「人日の節句」にあわせ、春の七草や

料 問い合わせ：豊橋おはなしろうそく

料：無料 申し込み：不要 問い合わせ：

豊橋盆栽愛好会による正月を彩る盆栽

、中央図書館
の会 野崎（☎ 46・9554）

豊橋市体育協会
（☎63・3031）

を展示します

まで。5日㈪は休館） 内容：1月7日の

がゆ

（☎ 31・3131）

■七草粥を楽しもう

小学生無料体験乗馬

とき：1月6日㈫午前 10 時
（売り切れ次第
終了） 内容：七草粥の材料となる春の

とき：① 1月27日㈫② 2月17日㈫午前 9

30 分～ 11 時※雨天中止 ところ：高師

七草を1 パック380円
（50 パック限定）
で

時 30 分～正午 ところ：保健所・保健

緑地馬場
（高師町字北原） 内容：小学 3

販売します。また、先着 100 人に七草

センター（中野町字中原「ほいっぷ」内）

年生以下はポニー
（2 頭使用）
、小学 4 年

粥の試食・アンケート調査を行います

対象：60 歳以上で、家事援助の就業に

生以上はサラブレッド（2 頭使用）に騎乗

［共通事項］ところ：二川宿本陣資料館

役立てたい方 内容：成人病予防レシ

し、指導者が手綱を引いて馬場内を数

（二川町字中町） 入館料：一般 400 円、

ピをテーマとした料理をつくります 定

分間歩きます 定員：小学 3 年生以下／

小・中・高校生 100 円 その他：期間中、

員：各20人
（抽選） 参加料：各500円
（食

50 人、 小学 4 年生以上／ 50 人（各先

和服の方は入館無料（撮影を目的とす

材費） 申し込み：①は1月10日、②は1

着順。当日午前 8 時から会場で整理券

る場合を除く） 問い合わせ：二川宿本

月31日までに住所、氏名、年齢、電話

配布） 問い合わせ：豊橋馬術協会（☎

陣資料館（☎ 41・8580）

番号を豊橋市シルバー人材センター（☎

45・2996）
、スポーツ課
（☎ 51・2864）

た づ な

相

とき：12月28日㈰、3月22日㈰午前 9 時

支 援・医 療

高齢者の健康づくり料理教室

楽しむ・学ぶ

ろ：中央図書館（羽根井町） 内容：絵

談

48・3301）

募

ふれあい・子育て情報

内容

広報とよはし 平成 26 年 12月15日 16

情報あれこれ

1

月の

■新生児訪問指導

1

か 月 以 内の方

3

対 象 は じ め ての 出 産 後 お お む ね

～ 歳の低出

対象 妊婦

0

育児や授乳方法などについて助産師などが家庭訪問を行い、

30

相談に応じます その他 詳しくは母子健康手帳と同時配

11

布の
「パパとママへ」
をご覧ください

10

■大きくなあれ
〈ベビー・キッズクラス〉

分

30

5

日㈪午前 時～ 時 分 対象

時

0

とき

分～午後

30

生体重児・双子・三つ子の子どもと保護者、多胎の妊婦 内容

時

9

親子あそびと話し合い 持ち物 母子健康手帳

日㈰午前

18

■パパママ教室
〈パパママクラス〉

とき

組（申込順）

20

と夫 内容 妊娠中の栄養の話、出産と育児の話、赤ちゃ

11

春の七草展 人日の節句のようす

んの抱き方やおむつ交換などの実技 定員

30

持ち物 母子健康手帳

日㈪午前 時 分～ 時 対象 外国人の乳幼児

9

■外国人母子保健相談

とき

組（申込順） 持ち物 母子健康手

と保護者 内容 妊娠・出産・育児についての相談、乳幼

児の身体測定 定員

帳 その他 ポルトガル語・英語の通訳がいます

ところ 保健所・保健センター（中野町字中原「ほいっぷ」内）

参加料 無料 申込先 こども保健課
（☎ ・９１５３）

※定員のないもの
（新生児訪問指導を除く）
は直接現地

39

4

26

集

体験乗馬のようす

ジョルジュ・ルオー展
子ども絵画作品展出品者・鑑賞体験参加者
2月14日㈯～3月29日㈰開催予定の
「ジョ

楽しむ・学ぶ

ルジュ・ルオー展」（詳細は本紙 1月15

募集

暮らし情報

平成27年度
豊橋市非常勤嘱託員

支援・医療

支 援・医 療
相
談
募

日号に掲載予定）にあたり、子どもの絵

■外国人英語指導員

画作品展・鑑賞体験の出品者・参加者

募集人員：若干名 応募資格：次の①～

を募集します。

③のすべてを満たす方①英語を母国語、

とき：1月10日、2月7日、3月7日の土

■子ども絵画作品展
「わたしはルオー」

または日常語とする国の国籍を有し、

曜日午後 1 時 30 分～ 4 時 ところ：豊橋

対象：小学生以下 テーマ：人の顔（家族

英語による教育を12 年以上受け、母国

商工会議所（花田町字石塚） 対象：認

や友だち、自分の顔など） 応募規定：八

の大学の学士号もしくは修士号を取得、

知症の方を介護している家族

つ切画用紙（38㎝×27㎝）使用、画材は

またはそれに相当する教育を受けた

参加者同士で介護の悩みなどについて

絵具、クレヨン、色鉛筆、ペンなど 展

②日本国内における就労許可を受けて

話し合います

示期間：2月14日㈯～ 3月29日㈰（応募

いる③児童生徒とのコミュニケーション

し込み：不要

多数の場合は入れ替えあり） 展示場所：

を進んで図ることができる積極性を有

知症の人と家族の会 愛知県支部（☎

美術博物館（豊橋公園内） その他：返却

する 勤務場所：市内小・中学校

0562・33・7048）
、長寿介護課（☎ 51・

希望者は会期後 2 か月以内に美術博物

務時間：週 34 時間 報酬月額：308,600

館まで取りに来てください。学校から応

円（平成 26 年度実績） 募集要項の配

募した方は各校にお問い合わせください。

布：教育会館、市役所学校教育課（東

会期中に来館した参加者全員に「ジョ

館 11 階）
、ホームページ（http://www.

ルジュ・ルオー展」の大人用招待券2枚、

city.toyohashi.lg.jp/3215.htm） 申 し

とき：1月16日㈮午前10時～11時30分

参加者100人（先着）に景品をプレゼント

込み：1月8日（必着）までに履歴書（英

ところ：保健所・保健センター（中野町

します 応募方法：2月1日までに幼稚

文 可）
、 最 終 学 歴 の 修了証 書 の 写し、

字中原「ほいっぷ」内） 対象：パーキ

園・保育園、小学校からまとめて、また

在留資格などを証明できるものの写し

ンソン病や脊髄小脳変性症などの神経

は個人で直接美術博物館※まとめての応

を教育会 館（〒441-8075 神野ふ頭町

系難病の方と家族

募を希望する方は、直接幼稚園・保育園、

3-22ライフポートとよはし内）

健師による難病制度の紹介

小学校にお問い合わせください

■教育会館 心理判定員

無料 申し込み：前日までに健康増進課

■子どもの鑑賞体験

募集人員：1 人 応募資格：臨床心理士

集

ほんもののルオーを見よう！

勤

資格を有する方または平成 27 年 3 月

認知症介護者交流会 わの会

参加料：各 500 円

申

問い合わせ：（公社）認

2338）

あゆみの会
（神経系難病患者・家族のつどい）

せきずい

内容：交流会と保
参加料：

（☎ 39・9145）

住宅取得時に
「すまい給付金」
が
支給されます

情報あれこれ

とき：2月14日㈯～ 3月29日㈰ ところ：

31日までに臨床心理士資格申請が可能

美術博物館 集合・解散：各幼稚園・保

な方 勤務場所：教育会館 勤務時間：

育園、各小・中学校※バス使用 対象：

週 31 時間

嘱

消費税 8％への引き上げによる住宅取

市内の幼稚園・保育園児、小・中学生

託期間：平成 27 年 4月1日～平成 28 年

得者の負担を緩和するため、収入に応

内容：鑑賞体験と学芸員による作品紹介

3 月31 日。勤務状況などにより1 年単

じ最大 30 万円の現金給付を行う国の

定員：大型バス利用の場合は 45 人程度、

位で更新あり 試験：1 月17 日㈯／教

支援措置です。

市バス利用の場合は 20 人程度（各申込

育会館／面接・小論文・専門問題 申

対象：次のすべてを満たす方①住宅

順。台数に限りあり） その他：受け付け

し込み：1月8日（必着）までに直接また

を所有している、または居住している

後、担当者との打ち合わせで日程などの

は郵送で市販の履歴書、臨床心理士の

②収入が一定以下③住宅ローンを利

詳細を決定します 申し込み：1月中旬ま

資格を確認できるものの写しを教育会

用しない場合は 50 歳以上

でに美術博物館
（☎51・2882）

館（〒441-8075 神野ふ頭町 3-22ライフ

要件：次のすべてを満たす住宅①引き

ポートとよはし内）※郵送の場合は封筒

上げ後の税率が適用される②床面積

に希望職種と「非常勤嘱託員採用試験

が 50㎡以上③第三者機関の検査を受

申込」
を朱書きしてください

けたなど その他：詳細はホームページ

［共通事項］問い合わせ：美術博物館（☎
51・2882）

報酬月額：281,600 円

［共通事項］問い合わせ：教育会館（☎
33・2113）
美術博物館

主な住宅

（http://sumai-kyufu.jp/）参 照

問い

合わせ：すまい給付金事務局（☎ 0570・
064・186）

17

内容：

