主な対象

どなたでも

女性

男性

子ども

秋の里山散策とミニ果樹園で
て き か
キウイ摘果体験

高齢者

障害者

事業

国際交流サロン
ペルーってどんな国？

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。詳細はお問い合わせください。

青少年健全育成のつどい
とき：11月3日㈷午後1時30分 ところ：

とき：10月30日㈰午後 1 時 30 分〜 3 時

ライフポートとよはし（神野ふ頭町） 内

※雨天中止 ところ：岩崎広場（岩崎町

ところ：国際協力市民サロンPal（駅前大

容：青少年健全育成表彰、高坂朝人さん

字長尾） 集合・解散：高山広場内駐車

通二丁目 開発ビル 3 階 豊橋市国際交

（特定非営利活動法人再非行防止サポー

場（飯村町字高山） 内容：
「岩崎里山

流協会内） 内容：ペルーの文化・教育・

トセンター愛知）による講演 問い合わ

の会」の案内による里山や庭園の散策と、

世界遺産を紹介します 講師：平野エス

せ：こども未来政策課
（☎51・2382）

キウイの摘果作業

定員：20 人（申込

ペランサさん
（ペルー出身） 定員：40人

順） 参加料：100 円（保険料など） 持

（申込 順） 申し込 み：10 月17 日午 前

ち物：帽子、軍手、飲み物 申し込み：

10 時から豊橋市国際交流協会（☎ 55・

10月17日～ 28日に公園緑地課（☎51・

3671

とき：11月12日㈯午前 8 時 30 分～午後

児童虐待防止講演会

時30分～4時30分 ところ：中消防署
（東
松山町） 対象：中学生以上 内容：心
肺蘇生法や AED の使い方を身に付けま

とき：11月15日㈫午後 1 時 30 分～ 3 時

す 定員：各30人（申込順） その他：修

ところ：公会堂（八町通二丁目） テーマ：

了証を交付 申し込み：10月15日から

子どもとの向き合い方を考えよう 子育

中消防署
（☎52・0119）

て不安を乗り越えるために 講師：石川
結貴さん（ジャーナリスト） 定員：300人
（申込順） 申し込み：10月15日～ 11月
10日に住所、氏名、年齢、電話番号を、

市内在住の方 内容：間伐の基礎知識と

市役所こども家庭課（東館 2 階〒440-

チェーンソーの使い方を学びます 講

8501住所不要☎51・2327 56・1705

師：藤川道夫さん（とよはしきこり隊）ほ

kodomokatei@city.toyohashi.lg.jp）

談

4時 ところ：石巻萩平町の山林 対象：

か 定員：20人（抽選。結果は11月4日

とき：11月23日㈷、12月17日㈯午後 1

相

森林間伐作業講座

tiea@tcp-ip.or.jp）

普通救命講習

文化財保護講演会 街道ネットワークが
作った奥三河山村文化のダイナミズム

加者全員の住所・氏名・年齢・電話番

とき：11月17日㈭午後 6 時 30 分～ 9 時

ラット」
（西小田原町） 内容：奥三河地域

号を農業支援課（〒440-8501 住所不要

ところ：こども未来館ここにこ（松葉町三

の山村文化の特性を紹介します 講師：

☎51・2473）

丁目） 対象：市内在住・在勤の方 内

藤田佳久さん（愛知大学名誉教授） 定

容：次郎柿を使ったサラダやデザートな

員：200人
（先着順） その他：詳細はホー

どを短時間で作ります 講師：中神明子

ムページ参照 問い合わせ：文化財セン

さん
（ジュニア野菜ソムリエ） 定員：20人

ター
（☎56・6060）

分 ところ:穂の国とよはし芸術劇場「プ

とき：11月12日㈯午前 10時～ 11時 と

名、参加者全員の住所・氏名・年齢・電

とき：11月23日㈷午前10時～正午 とこ

ころ：大清水地域福祉センター（大清水町

話番号を農業企画課（〒440-8501 住所

ろ：保健所・保健センター
（中野町字中原

字大清水） 対象：市内在住・在勤の方

不要☎ 51・2464

info_nogyokikaku@

「ほいっぷ」内） テーマ／講師：東日本

内容：認知症の方への接し方などについ

city.toyohashi.lg.jp）

認知症サポーター講座

大震災における障害児・者などの被災

て学びます 講師：認知症地域支援推進

状況と支援の課題／震災で被災した自

員 定員：50人（申込順） その他：講座

閉症児の保護者、日頃から備えておくべ

終了後に認知症サポーターの証「オレン

きこと／市職員 定員：200 人（申込順）

ジリング」
を進呈 申し込み：11月11日ま

申し込 み：10 月15日～ 11 月10日に 住

でに住所、氏名、電話番号を豊橋市南

所、氏名、電話番号を、こども発達セン
ター
（☎39・9200 47・0911 hattatsu-

部地域包括支援センター（☎25・7100）
問い合わせ：長寿介護課
（☎51・2338）

次郎柿

center@city.toyohashi.lg.jp）

広報とよはし 平成 28 年 10月15日 16
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記の往復はがき、またはEメールで講座

講演会 私たちの子どもを守るために
障害児・者の災害時の支援と備え

し込み：11月1日（必着）までに返信先明

集

（抽選） 参加料：1,000円（材料費） 申

募

とき：11月12日㈯午後1時30分～3時30

日（必着）までに、はがきで講座名、参

忙しいアナタへ かわいい・かんたん・
おいしい 次郎柿レシピ

までに全員に通知） 申し込み：10月28

支 援・医 療

2646）

パル

楽しむ・学ぶ

とき：11 月5 日㈯午前 9 時 30 分～正午

平成29年度豊橋市職員
（秋季募集）
・労務職員
採用予定職種など：下表 給与：給料のほか、期末・勤勉手当など各種手当を支給
募集要綱などの配布：市役所人事課
（東館5階）
・じょうほうひろば
（東館1階）
、
ホームペー

楽しむ・学ぶ

ジ 申し込み：職員
（秋季募集）
は10月27日
（必着）
まで、
労務職員は11月8日
（必着）
まで
に直接または郵送で申込書など必要書類を人事課
（〒440-8501住所不要☎51・2041）

就学援助制度をご利用ください
市立小・中学校への就学にあたり、制

■職員
（秋季募集）
採用予定職種／定員

暮らし情報
支援・医療

資格・要件など

技術職
（土木）
・
（機械）
／各若干名

度の認定基準に当てはまる方を対象に
給食・学用品費などを援助しています。

保育士／ 5 人程度

職種により異なりますので、必ず募集要綱で
ご確認ください

教員
（看護専門学校）
／若干名
洋裁教員
（家政高等専修学校）
／1人

申請に必要なもの：印鑑、振込先の預金
通帳（保護者名義）
、平成 28 年 1月1日

支 援・医 療

時点で豊橋市に住民登録がない場合は、

獣医師／若干名

世帯全員の平成 28 年度（平成 27 年分）

■労務職員
採用予定職種／定員

資格・要件など

の所得証明書 その他：現在、受給して

動物飼育員／若干名

昭和32年4月2日以降に生まれた方

いる方は申請不要 申請先：市役所学校

養護員／ 1 人

昭和32年4月2日から平成11年4月1日に生ま
れた方

その他労務職／ 10 人程度

昭和 32 年 4 月 2 日以降に生まれた方で普通自
動車免許を有する、または平成29年3月31日
までに取得見込みの方

教育課
（東館11階☎51・2825）

相
市営住宅の入居者
（11月分）

談

対象：原則、次の全てを満たす方①市内

豊橋市非常勤嘱託員
（こども発達センター 臨床心理士）

在住・在勤②持家がなく住宅に困って

嘱託期間：平成29年1月20日～平成30

いる③収入基準以下④暴力団員でない

年3月1日※育休代替のため変更になる

募集

⑤市営住宅に係る未納の家賃などがな

場合あり 勤務時間：週31時間 対象：

詳細は募集要綱などをご覧ください。

募
集

い 入居日：来年1月1日㈷ 選考方法：

臨床心理士の資格を有する火～金曜日

ポイント制 その他：詳細はお問い合わ

に勤務可能な方 定員：1人 報酬月額：

せください 申し込み：11月1日～11日

281,600円 試験：随時／こども発達セン

（土・日曜日、祝日を除く）に申込用紙、

ター／適性検査、
小論文、
面接 募集要綱

■リサイクル本

必要書類を豊橋市営住宅管理センター

の配布：こども発達センター、ホームペー

12月11日㈰に中央図書館
（羽根井町）
で

ジ 申し込み：随時、直接または郵送で、

開催する「図書館まつり」でチャリティ販

1006）※案内書、申込用紙は 11月1日

こども発達センター（〒441-8539中野町

売する本を募集します。

から豊橋市営住宅管理センター、市役

字中原100｢ほいっぷ｣内☎39・9200）

募集期間：11月1日㈫～ 30日㈬ 持込

（神明町 豊橋フロントビル 5 階☎ 57・
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所住宅課
（東館3階）
で配布

読み終わった本、
中央図書館ボランティア

場所：中央図書館、向山図書館（向山大

緑のアダプト制度登録者

豊橋市民病院非常勤嘱託員
（臨床心理士）

ボランティアで公園や街路樹のある市道

嘱託期間：12月1日〜平成31年3月31日

その他：雑誌、全集、百科事典、汚れの

や周辺の清掃など（1年1回以上）を行っ

※育休代替のため変更になる場合あり

著しい本は受け付け不可。詳細はホー

ていただく方を募集します。

勤務時間：週31時間 対象：臨床心理士

ムページ参照

対象：現在清掃ボランティアをしている、

の資格を有する方 定員：1人 報酬月額：

■ボランティア

または、これから取り組みを考えている

281,600円 募集要綱の配布：市民病院管

11月30日㈬～12月2日㈮に中央図書館

個人・事業者・市民団体 その他：登

理課
（青竹町字八間西）
、
市役所じょうほうひ

で、集まった本の整理作業を手伝って

録者には、ごみステーションに出すこと

ろば
（東館1階）
ほか 試験：10月29日㈯／

いただける方を募集します。詳細はお

ができるごみ袋など、活動に必要な物

市民病院／適性検査、筆記試験、小論文、

問い合わせください。

品の支給や道具を貸与。詳細はホーム

面接など 申し込み：10月21日（必着）ま

[ 共通事項 ] 問い合わせ：中央図書館（☎

ページ参照 申し込み：随時、公園緑地

でに直接または郵送で市民病院管理課（〒

31・3131）

課
（☎51・2654）

441-8570住所不要☎33・6277）

池町）
、大清水図書館（大清水町字彦坂
大清水まなび交流館 ｢ミナクル｣内）ほか

