主な対象

どなたでも
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子ども

豊橋市男女共同参画審議会委員

高齢者

障害者

事業

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。

いて審議を行う委員を募集します。

命士／ 10 人程度 応募資格など：昭和

ダイヤモンド婚（結婚60周年）
、金婚（結

定員：2人
（選考） 応募資格：市内在住・

63 年4月2日～平成11年4月1日に生ま

婚50周年）を迎えるご夫婦を祝い、豊橋

在学・在勤の 18 歳以上で、年 3 回程度

れた日本国籍を有する方。学歴・性別

市高齢者福祉大会で祝詞を贈呈します。

の審議会に参加できる方 任期：委嘱の

不問※視力など身体要件あり 募集要

とき：8月24日㈬ ところ：公会堂（八町

日から2年間 申し込み：6月24日
（必着）

綱の配布：各消防署、ホームページなど

通二丁目） 対象：以下の年に結婚した

までに800字程度の作文「男女共同参画

試験：
［第 1 次］7月4日㈪～ 22日㈮のう

市内在住の夫婦※結婚は事実上の婚姻

社会実現のために私が考えること」
、住

ちの1日／面接、7月24日㈰／教養試験・

関係を含む。ダイヤモンド婚／昭和 31

所、氏名、生年月日、年齢、性別、電

体力測定・適性検査［第2次］8月下旬／

年、金婚／昭和 41 年 申し込み：7月5

話番号を市民協働推進課（〒440-8501

面接など 試験会場：市役所、豊城中

日までに届出用紙を市役所長寿介護課

学校など その他：申込方法など詳細は

（東館 3 階☎ 51・2337）※届出用紙は

お問い合わせください 申込先：消防本

長寿介護課、各窓口センター、各地域

部総務課
（☎51・3105）

福祉センターなどで配布

56・5128

shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp）

しゅく し

豊橋市カラーガード隊
ホワイトシーガルズ隊員

相

定員：5人（申込順） 対象：18～30歳位

応募資格：講習会と現地説明会に参加で

バトン・ダンスなどに興味のある方※経

緑のアダプト制度登録者

き、年3回以上活動に参加できる高校生

験不問 活動内容：消防出初式などでパ

ボランティアで公園や街路樹のある市道

以上 活動時期：11月～来年3月の火曜

レードやダンス・フラッグの演技を披露

や周辺の清掃など（1年1回以上）を行っ

日、毎月第3日曜日 活動内容：葦毛湿原

その他：衣装、フラッグなどは貸与。毎

ていただく方を募集します。

（岩崎町字長尾）などの植生回復作業や

週火・金曜日午後7時30分～9時30分

対象：現在清掃ボランティアをしている、

観察会の手伝い その他：伐採した木は

に中消防署（東松山町）で練習あり 申

または、これから取り組みを考えている

持ち帰れます。7月3日㈰午前10時～11

し込み：随時、消防本部総務課（市役所

個人・事業者・市民団体 その他：登

時30分に文化財センターで講習会、7月

西館5階☎51・3105）

録者には、ごみステーションに出すこと
ができるごみ袋など、活動に必要な物

現地説明会あり 申し込み：6月6日から

品の支給や道具を貸与。詳細はホーム

文化財センター
（☎56・6060）

ページ参照 申し込み：随時、公園緑地

定員：10 人程度

応募資格：18 歳以上

ホワイトシーガルズ

の健康な方 活動内容：小学校の授業

資源をくらしに生かす
創意工夫展作品
募集作品：身近な材料を利用し、くらしに

後などに、児童が安全安心に過ごせる

平成28年度文化財サポーター

ように見守ります 勤務時間：開設時間

定員：26人
（選考） 応募資格：所定の研

募資格：小学生以上 展示期間／場所：

内（月～金曜日／午後 2 時～ 7 時、長期

修に参加でき、年 3 回以上活動に参加

10月8日㈯～11月6日㈰／地下資源館

休暇など／午前8時～午後7時）
で週2・

できる高校生以上 活動内容：
「普門寺

賞：優秀作品に賞状と賞品 その他：振り

3日程度（土・日曜日、祝日を除く）※勤

と国境のほとけ」展、文化財の体験講座

子、重りなどを利用した作品
（重力サイエ

務時間・日数は児童クラブの状況によっ

などの補助 任期：7月上旬～来年 3月

ンス賞）も募集 応募方法：9月6日～16

て異なります 賃金：時給 950 円（交通

末 申し込み：6月30日までに申込用紙

日（12日を除く）午後5時までに応募用紙

費の支給なし） その他：申込時に必要

を文化財センター（松葉町三丁目☎56・

を貼った作品
（1人1点）
を地下資源館
（大

なものがありますので、事前にご連絡く

6060

52・2961）※申込用紙は文化財

岩町字火打坂☎41・2833）
。市内在学の

ださい 問い合わせ：こども家庭課（☎

センター、美術博物館、ホームページ

小学生は学校を通じて応募※募集要項

51・2856）

などで配布

は地下資源館、ホームページで配布

役立つ作品、科学を楽しむ作品など 応

広報とよはし 平成 28 年 6月1日 18

情報あれこれ

課
（☎51・2654）

児童クラブ補助支援員
（アルバイト）

集

3日㈰午後1時30分～3時に葦毛湿原で

募

までの明るく元気な女性で、フラッグ・

談

葦毛湿原植生回復ボランティア

で ぞ め

支 援・医 療

採用区分／定員：一般消防職、救急救

楽しむ・学ぶ

男女共同参画の推進に必要な事項につ

ダイヤモンド婚・金婚を迎える
ご夫婦をお祝いします

住 所 不 要 ☎ 51・2188

平成29年度豊橋市消防職員

育児

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

議長

坂柳泰光

支 援・医 療

市議会役員が決まりました

豊田一雄

問い合わせ 議
	会事務局庶務課（☎ ・２９１０）

情 報 ピック アップ

楽しむ・学ぶ

副議長

相

監査委員 葊田 勉

定員：2人
（選考） 応募資格：市内在住・
在学・在勤で 18 歳以上の女性（未婚・
既婚不問。高校生を除く） 活動内容：
11月6日㈰の二川宿本陣まつり大名行
列などにお姫様役で参加 賞金：各 20
万円 発表：新聞など 申し込み：6月1
日～30日（消印有効）に申込用紙、上半
身・全身の写真各1 枚（サービス判で最
近 6 か月以内に撮影し、1 人で写ってい
るもの）を二川宿
本陣まつり開催実
行委員会（〒441-

51

監査委員 向坂秀之

二川宿本陣まつり大名行列
お姫様役
（雅姫・琴姫）

3155 二川町字中
町 65 二川宿本陣
資 料 館 内 ☎ 41・
8580）※申込用紙
は二川宿本陣資 昨年の雅姫（左）・
琴姫（右）
料館などで配布

2
（2）
か所

集

〃

字米山

1（1）か所

〃

字南山

2（2）か所

〃

字山神

1（1）か所

老津町字明見

1（1）か所

字西聖

1（1）か所

〃

字向田

1（1）か所

〃

字東高縄

5
（4）
か所

〃

字新居

2（2）か所

〃

字中聖

1（1）か所

〃

字西高輪

4（4）か所

〃

字今下

1（1）か所

石巻本町字北山
〃

字本郷

4（4）か所
3（1）か所

多米町字神石

1（1）か所

今回指定

31（28）か所

市内全域

119（105）か所
（今回指定分含む）

※土砂災害警戒区域内で、特に危険な区域
として指定された土砂災害特別警戒区域
では、建築物の構造規制や特定の開発行
為の制限などが行われます

6

3

25

31

問い合わせ 河川課
（☎ ・２５３５）

〃

資料の縦覧など 東三河建設事務所維持管理課

1（1）か所

（今橋町）
、市役所河川課（東館 階）
、マップあ

字稲場

いち
（土砂災害情報マップ）
など

情報あれこれ

〃

月 日㈮に市内 か所が
土砂災害警戒区域などに指定されました

岩崎町字内山

左表の土砂災害警戒区域では、土砂災害ハザー

土砂災害警戒区域
数（うち土砂災害特
別警戒区域数※）

ドマップの作成など、災害時の避難体制が整

指定区域

備されます。

募

情 報 ピック アップ

談

■土砂災害警戒区域など

51

登録バイリンガル
（有償ボランティア）
学校から依頼があった場合に、市内小・
中学校に在籍する外国人児童生徒や保護
者の通訳をしていただく方を募集します。
対象：日本語のほか、スペイン語または
ポルトガル語で通訳ができる方 その
他：謝礼あり
（活動日の翌月支払い。交通
費などの支給なし）
。6月17日㈮午前9時
に市役所教育委員会室（東館12階）で研
修会あり 申し込み：6月8日までに学校
教育課
（☎51・2825）

6次産業化プロジェクトメンバー
定員：5者程度
（選考） 応募資格：市内在
住の農業者または農業者が組織する団
体などで、研究会に参加し農産加工品の
開発に意欲とアイデアのある方 活動内
容：平成29年度末に開駅を目指している
道の駅「
（仮称）
とよはし」
で売れる商品の
開発を目指します その他：市から費用
の一部補助あり。詳細はホームページ参
照 申し込み：6月1日～ 15日に農業企
画課
（西館3階☎51・2464 56・5130
info_nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp）
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