
脳の健康教室学習サポーター

認知症予防のための簡単な読み書き、
計算のお手伝いをします。
	と き	 10月～来年2月の週1回。午前

中の3時間程度（一部午後の3
時間程度）

 ところ	 あいトピア、八町・つつじが丘・
大清水・牟呂地域福祉セン
ター

	定 員	 50人（申込順）
	その他	 サポーターになるには、あいト

ピアでの説明会（9/8㈮10:00～
12:00）と研修会（9/15㈮10:00～
15:00）への参加が必要

 申込み	 8/31㈭までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

長寿動物の優良飼育者

	対 象	 市内在住で14	歳（8月末現在）
以上の犬・猫を飼育している方
（過去10年以内に表彰された
飼育者を除く）

 その他	 9/23㈷に保健所・保健セン
ターで表彰

	申込み	 8/15㈫までに犬・猫の種類・
名前・性別・生年月日・年齢、飼
い主の住所・氏名・電話番号、
狂犬病予防注射の実施の有無
（犬のみ）を、かかりつけの動
物病院（豊橋市獣医師会会員
病院）、生活衛生課（中野町字
中原「ほいっぷ」内）

 問合せ	 豊橋市獣医師会（☎2 6・
5171）、生活衛生課（☎39・
9127）

	 	 46033

5
ゴミゼロ
30のまち環境フェスタ

フリーマーケット出店者

	と き	 9/16㈯9:30～15:00
	ところ	 豊橋公園
	対 象	 市内在住の方（業者不可）
	定 員	 100	店程度（抽選）
	出店料	 無料
	その他	 自作・破損したものは不可
	申込み	 8/18㈮（必着）までに、はがき

（1人1枚）で住所、氏名、電話
番号、出店予定物を530運動
環境協議会事務局（環境政策
課内〒440-8501住所不要☎
51・2399）※友人・グループな
どで並んで出店を希望する場
合は、その旨を記載

	 	 51207

明るい家庭づくり 作文・壁新聞

家庭での取組みや工夫をテーマにし
た作文と壁新聞を募集します。
■作文
	対 象	 市内在住・在学の小・中学生
	作 品	 400字詰原稿用紙で小学1・2

年生は2枚以内、小学3・4年生
は3枚以内、小学5年～中学生
は4枚以内

■壁新聞
	対 象	 市内在住・在学の小学生
	作 品	 模造紙（B全紙）大で1枚
[共通事項]
	申込み	 作文は1枚目欄外に、壁新聞は

裏面の右下部に題名、氏名（ふ
りがな）、学校名、学年を明記
し、市内在学者は学校を通じ
て、市外在学者は9/8㈮まで
に、こども未来政策課（〒440-
8501住所不要☎51・2325）

	 	 23507

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成29年度こども発達センター
非常勤嘱託員・アルバイト

	職 種	 ①作業療法士・臨床心理士・言
語聴覚士（非常勤嘱託員）②言
語聴覚士（アルバイト）

 期 間	 ①来年3/31㈯まで②来年
6/20㈬まで

	対 象	 それぞれ資格を有し、火～土
曜日に勤務可能な方

	定 員	 各1人
	報 酬	 ①月額281 , 6 00円②時給

1,600円（経験年数に応じて加
算あり）

	試 験	 ①面接・小論文・適性検査②面
接※日時は受付け後決定

	その他	 勤務は週31時間。①は勤務状
況などにより1年単位で更新
あり

 申込み	 直接または郵送で市販の履
歴書、資格を確認できるもの
（写し）を、こども発達センター
（〒441-8539中野町字中原
100☎39・9200）

	 	 51061

豊橋市都市計画マスタープラン
部分改訂への意見

都市づくりの方針を示す計画の部分
改訂について意見を募集します。
	期 間	 8/1㈫～8/31㈭
	その他 マスタープランは都市計画課、

各窓口センター、ホームページ
ほかで閲覧可

 意見提出	 8/31㈭までに意見、住所、氏
名（法人・団体の場合は所在
地、名称、代表者氏名）、連絡
先を都市計画課（〒440-8501
住所不要☎51・2384 56・
5108 toshikeikaku@city.
toyohashi.lg.jp）※個々の意
見に直接回答はしません

	 	 50558
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NHK朝ドラ誘致の
署名活動にご協力ください

市では古関裕而さんと豊橋出身の妻・
金子さんをテーマにしたNHK朝の連
続テレビ小説（朝ドラ）実現を福島市と
ともに目指しています。集めた署名は、
NHKへ持込み、NHK朝ドラ実現のた
め活用します。署名は署名用紙または
ホームページで必要事項を入力してく
ださい。※署名用紙は、市役所じょうほ
うひろば、各地区市民館、各窓口セン
ターなどで配布・回収
	問合せ	 シティプロモーション課（☎

51・2179）
	 	 49887

古関裕而さん、金子さん

柿の里バス7周年ありがとう
キャンペーンを実施します

8/1㈫～9/29㈮に、石巻地区および下
条地区と赤岩口・豊橋医療センターを
結ぶコミュニティバス「柿の里バス」を
利用するともらえる「キャンペーンカー
ド」を8枚集めた方に、景品（回数券ま
たは指定ごみ袋）を差し上げます。
	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 	 16235

柿の里バス

市県民税 第2期分、国民健康保険税 第2期分の
納期限は8月31日㈭です

お近くの金融機関、コンビニエンスス
トアなどで納付してください。納税には
手間のかからない口座振替の制度が
便利です。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 5742

個人事業税の第1期分の
納期限は8月31日㈭です

対象者あて、8月中旬に県から納税通
知書を送付しますので、お近くの金融
機関、コンビニエンスストアなどで納付
してください。
	問合せ	 東三河県税事務所課税第一課

（☎35・6127）

お盆のお供物・盆提
ちょうちん

灯納め

■精霊お供物納め
　（食品・陶器・金属類を除く）
	と き	 8/15㈫18:00～21:00
	ところ	 市内25か所※詳細は所属の

寺院にお問合せいただくか、
豊橋仏教会ホームページをご
覧ください

	その他	 納め物付近では、火気を使用
しないでください。川にお供物
を流さないでください

■盆提灯納め
	と き	 8/25㈮14:00～19:00
 ところ	 豊橋公園旧体育館跡
	供養料	 2,000円

［共通事項］
	問合せ	 豊橋仏教会（☎080・7803・

4176）

平成30年度採用
豊橋市職員（高校卒対象）

	職 種	 技術職（土木）
	定 員	 若干名
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	 9/16㈯、9/17㈰に教養試験、

専門試験、面接など
	その他	 募集要綱などは市役所人事

課・じょうほうひろば、ホーム
ページなどで配布

	申込み	 8/10㈭（必着）までに人事課
（〒440-8501住所不要☎51・
2040）

	 	 8399

原爆死没者・戦没者に
黙とうをしましょう

平和の大切さを見つめなおすきっかけ
とするため、同報系防災無線（市内63
か所）でサイレンを鳴らします。
■原爆死没者追悼
	と き	 8/6㈰［広島原爆投下の日］

8:15から1分間、8/9㈬［長崎原
爆投下の日］11:02から1分間

■全国戦没者追悼
	と き	 8/15㈫12:00から1分間

［共通事項］
 問合せ	 福祉政策課（☎51・2343）
	 	 51052

伐採や森林所有には届出が必要です

立木の伐採、相続などで新たに森林を
所有する際は、届出が必要な場合があ
りますので、お問合せください。
 問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 	 伐採について44673、森林所

有について44706
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