主な対象

どなたでも

女性

男性

甲種防火管理再講習

子ども

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。

育児

普通救命講習
とき：1月22日㈰、2月18日㈯午後 1 時

50分 ところ：男女共同参画センター
「パ

30 分～ 4 時 30 分 ところ：中消防署（東

とき：1 月24日㈫午後 2 時～ 4 時 とこ

ルモ」
（神野ふ頭町 ライフポートとよは

松山町） 対象：中学生以上 内容：心

ろ：公会堂（八町通二丁目） 内容：性同

し内） 対象：不特定多数の人が出入り

肺蘇生法や AED の使い方を身に付けま

一性障害の自身の経験を踏まえた講演

する建物（特定防火対象物）のうち、収

す 定員：各30人（申込順） その他：修

講師：清水展人さん
（日本LGBT協会代表

容人員が 300 人以上の甲種防火対象物

了証を交付 申し込み：12月15日から

理事） 定員：100 人（申込順） 申し込

を管理する防火管理者（東三河在住・在

中消防署
（☎52・0119）

み：12月15日～1月

勤で 5 年ごとに受講が必要） 定員：80
人（申込順） 受講料：無料（テキスト代

10日に市民協働推

防火・防災管理
（併用）
再講習

進課（☎ 51・2188）

とき：1月27日㈮午後1時30分～4時50

※ホームページか

日にテキスト代、甲種防火管理新規講習

分 ところ：男女共同参画センター「パル

らも申し込み可

または再講習の修了証（写し）を消防本

モ」（神野ふ頭町 ライフポートとよはし

部予防課（市役所西館5階☎51・3115）
、

内） 対象：東三河在住・在勤で防災管

中消防署（東松山町☎52・0119）
、南消

理新規講習を修了した防災管理者（5 年

防署
（曙町字南松原☎46・0119）

ごとに受講が必要） 定員：30 人（申込

市民スポーツ祭
健康のための体操フェスティバル

順） 受講料：無料（テキスト代 2,000円

とき：3月18日㈯午後 1 時 ところ：総合

必要） 申し込み：1月10日～ 20日に甲

体育館
（神野新田町字メノ割） 対象：健

種防火管理新規講習または再講習の修

康づくりのための体操を発表できる個

とき：1 月28日㈯午前 9 時 30 分～正午

了証（写し）
、防災管理新規講習の修了

人・団体

ところ：アイプラザ豊橋（草間町字東山）

証（写し）
、テキスト代を消防本部予防

31日に申込用紙を豊橋市体育協会（岩

内容：定年後の年金、雇用保険、健康

課（市役所西館5階☎51・3115）
、中消

田運動公園内☎ 63・3031）
、各地区体

保険などについて学びます 講師：鈴木

防署
（東松山町☎52・0119）
、南消防署

育館、総合体育館ほか※申込用紙は各

LGBT の尊厳と社会運動
を象徴する「レインボー
フラッグ」

相

申し込み：12 月15日～ 1 月

談

久子さん（社会保険労務士） 定員：100

支 援・医 療

1,500円必要） 申し込み：1月10日～20

退職準備セミナー
定年後の不安解消

楽しむ・学ぶ

とき：1月27日㈮午前 9 時 30 分～ 11 時

講演会 性的少数者
（LGBT）
も
暮らしやすい社会を目指して

申込先で配布

（曙町字南松原☎46・0119）

募

人
（申込順） 申し込み：12月15日～1月

とき
1 月 1 日㈷
午前 10 時
1 月 1 日㈷
午後 3 時頃
1 月 2 日㉁
午前 10 時
1 月 3 日㈫

内容
もちつき、
おしるこふ
るまい、縁日ゲーム
もち投げ、お菓子まき
お し る こ ふ る ま い、
縁日ゲーム
中日ドラゴンズ藤井淳
志選手・野本圭選手・
祖父江大輔選手トーク
ショー、縁日ゲーム
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藤井 淳志選手

広報とよはし 平成 28 年 12月15日 16
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■関連イベント

集

10

情 報 ピック アップ

30

豊橋けいりん 年末年始イベント

30

F

問い合わせ 豊橋競輪場（☎ ・３１３６）

51・2464）

9 28

（立川 Ⅰ）

トで配布 問い合わせ：農業企画課（☎

12

■グランプリシリーズ場外発売

は豊橋・田原市役所、各ラリースポッ

30

月 日㈬～ 日㈮午前 時開門

課内〒440-8501 住所不要）※応募用紙

10

とき

原広域農業推進会議事務局（農業企画

3

（ 日は午前 時 分）

タンプを3 つ集めた応募用紙を豊橋田

1

F

■新年本場開催 ガールズケイリン

照 申し込み：2月20日（必着）までにス

月 日㈷～ 日㈫午前 時開門

ります その他：詳細はホームページ参

1

（ Ⅱ）

豊橋産農産物の詰め合わせなどが当た

とき

ケ池）ほか 内容：抽選で田原産田原牛、

50

円（特別観覧席は別途５００

サンテパルクたはら（田原市野田町芦

10

入場料

あぐりパーク食彩村（東七根町一の沢）
、

円必要） その他 午前 時から入場者

とき：12月17日㈯～2月19日㈰ ところ：

日は７００人）
。トークショーの開始

豊橋・田原 産直・農業体験
スタンプラリー

1

に粗品をプレゼント（各先着５００人※

合わせ：商工業振興課
（☎︎51・2435）

時間はお問い合わせください

63・3113） 問い

■関連イベント

支店内☎ 64・7777

日程など 下表

河支部（佐藤一丁目 東海労働金庫豊橋

［共通事項］
ところ 豊橋競輪場
（東田町）

20日に愛知県労働者福祉協議会 東三

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。年末年始の業務は施設などにより異なりますので、各問合先へご確認ください。
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。

平成29年度豊橋市非常勤嘱託員
（教育会館 心理判定員）

平成29年度新規
豊橋市民病院職員

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療

嘱託期間：平成 29 年 4月1日～平成 30

採用予定職種：臨床心理士

年 3月31日※勤務状況などにより1 年

干名 給与：給料のほか期末・勤勉手

単位で更新あり 勤務時間：週 31 時間

当など各種手当を支給 募集要綱など

対象：臨床心理士資格を有する方または

の配布：市民病院管理課（青竹町字八間

平成 29 年 3月31日までに資格申請が可

西）
、市役所じょうほうひろば
（東館1階）
、

とき：毎週土曜日午後 1 時 30 分～ 4 時

能な方 定員：1 人 報酬月額：281,600

ホームページなど 試験：1月21日㈯／

30分 ところ：カリオンビル
（松葉町二丁

円 試験：1月14日㈯／教育会館／面

市民病院／適性検査、筆記試験、小論

目） 対象：市内在住で、経済的に困窮

接・小論文・筆記（専門問題） 申し込

文、面接 申し込み：1月13日までに直

している世帯の中・高校生 講師：大学

み：1月10日（必着）までに直接または郵

接または郵送で申込書を市民病院管理課

生ボランティア その他：詳細はお問い

送で市販の履歴書、臨床心理士の資格
を確認できるもの（写し）を教育会館（〒
441-8075 神野ふ頭町 3-22ライフポート
とよはし内☎33・2113）

消防団員

定員：若

（〒441-8570住所不要☎33・6277）

平成29年度豊橋市任期付職員
育児休業代替
任期付職員（育児休業代替）合格者は、
候補者名簿に 5 年間登載され、職員が

低所得世帯の子どものための
学習教室 ステップ

合わせください 申し込み：随時、世帯
の所得状況を確認できる書類（源泉徴収
票など）を市役所生活福祉課（東館 1 階
☎51・2313）

相

定住外国人の就労支援事業
説明会

談

育児休業を取得した場合に必要に応じ

災活動など地域の防災の役割を果たす

て順次採用されます。

2か月程度外国人を雇用した事業者に補

消防団員を募集しています。

採用予定職種：事務職 定員：20人程度

助金を交付する事業の説明会を行います。

対象：市内在住・在勤の18～49歳で健

給与：給料のほか、期末・勤勉手当など

とき：1月10日㈫午前11時、1月11日㈬

康な方（女性団員は 18 ～ 54 歳） 申し

各種手当を支給 募集要綱などの配布：

午後 2 時 ところ：市役所講堂（東館 13

込み：随時、地元の消防団または消防

各窓口センター、市役所じょうほうひろ

階） 申し込み：1月6日までに事業者名、

本部総務課
（☎51・3111）

ば（東館1階）
、ホームページなど 申し

参加者全員の氏名、電話番号を多文化

込み：12月27日
（必着）
までに申込書を人

共生・国際課
（☎51・2007 56・2110

事課
（〒440-8501住所不要☎51・2040）

kyoseikokusai@city.toyohashi.lg.jp）

募

災害時の活動をはじめ、火災予防や防

集

平成29年度こども未来館
非常勤嘱託員
（保健師・助産師）
嘱託期間：平成 29 年 4月1日～平成 30

情報あれこれ

女性団員の活動のようす

年 3月31日※勤務状況などにより1 年

募集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

本のフリーマーケット出店者

単位で更新あり 勤務時間：週 31 時間

中央図書館内で古本を販売する「本のフ

対象：保健師または助産師免許を有す

リーマーケット」
の出店者を募集します。

る方または平成 29 年 3月31日までに免

とき：2月18日㈯午前 9 時 30 分～午後 2

とき：4～11月
（8月を除く）
の第2・4水曜日、

許申請が可能で土・日曜日のいずれか

時 ところ：中央図書館（羽根井町） 定

12月6日㈬午前 10 時～ 11 時 30 分 と

と祝日に勤務可能な方 定員：1 人 報

員：20組程度（抽選） 費用：無料 その

ころ：東陽地区市民館（多米中町一丁目）

酬月額：241,600円 試験：1月14日／こ

他：1 区画 1.8m × 1.8m。業者の出店は

対象：主に県内で活動し､ 歌唱や洋・和

ども未来館／面接・適正検査・小論文

不可。本が中心であれば雑貨などの出

楽器を生演奏できる方 定員：15組程度

申し込み：1月9日（必着）までに直接ま

品も可 申し込み：1月8日までに申込書

（選考） その他：詳細はホームページ

たは郵送で申込書、保健師または助産

を中央図書館・向山図書館（向山大池

参照 申し込み：1月15日までに東陽地

師の資格を確認できるもの
（写し）
を、こ

町）
・大清水図書館（大清水町字彦坂 大

区市民館
（☎ 61・7741 toyou@tees.jp）

ども未来館 子育てプラザ（〒440-0897

清水まなび交流館「ミナクル内」
）※申込

松葉町三丁目1☎21・5525）
※申込書は、

書はホームページ、中央・向山・大清

こども未来館 子育てプラザ、市役所じょ

水図書館で配布 問い合わせ：中央図書

うほうひろば（東館1階）
、ホームページ

館
（☎31・3131）

平成29年度
東陽ふれあい音楽会出演者

などで配布
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暮らし情報
支援・医療

