
詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋市統計調査員（事前登録制）

世帯や事業所に対し、各種行政施策の
立案に必要となる調査票の記入依頼・
配布・回収などを行います。
	対 象	 20歳以上の方（税務・警察・選挙

の関係者、暴力団員、暴力団員
と密接な関係がある方を除く）

	申込み	 随時、直接、行政課（☎51・
2029）

	 	 16841

陸海空　男・女自衛官

	職 種	 幹部候補生（一般・歯科・薬剤
科）、一般曹候補生、自衛官候補生
（任期制）、予備自衛官補（非常勤）

	対 象	 18歳以上の方（職種により異なる）
	その他	 試験日、申込方法など詳細は

ホームページ参照
	問合せ	 自衛隊豊橋地域事務所（☎

80・0846）
	 	 53577

子育て支援　とよはしファミリー・
サポート・センター会員

①依頼会員（子育ての援助を受けたい
方）と②援助会員（援助のできる方）が
育児を助け合います。
	対 象	 ①市内在住・在学・在勤の方

②市内在住で保育所などの送
迎や自宅で小学生以下の子ど
もの預かりができる方

	その他	 依頼会員は活動終了時に援助
会員へ報酬の支払いあり（多子
世帯、ひとり親世帯などは補助
あり）。登録後、3/11㈰13:00～
16:30に、あいトピアで講習（予
約制）あり

	問合せ	 とよはしファミリー・サポート・
センター（☎56・7500）

	 	 29487

平成29年度の不妊治療費補助金の
申請期限は3月30日㈮です

不妊に悩む方への特定治療支援費、一
般不妊治療費について、平成29年度
の補助金申請をしていない方は手続き
をしてください。対象は、法律上の夫婦
で、夫婦または、どちらかが豊橋市に住
民登録のある方です。申請方法など詳
細はホームページをご覧ください。
 問合せ	 こども保健課（☎39・9160）
	 	 52862

市民病院健康教室

頭頸部がんの根治と機能温存につい
て学びます。
	と き	 3/24㈯10:00～11:30
	講 師	 小澤泰次郎（耳鼻いんこう科

部長）
 定 員	 120人（申込順）
	申込み	 3/16㈮までに住所、氏名、電話

番号を市民病院予防医療セン
ター（〒441-8570住所不要☎
33・6271）※ホームページから
も申し込み可

地域未来塾ステップ

学生ボランティアによる学習教室です。
	と き	 ①土曜日②第1・3土曜日③第

2・4土曜日13:30～16:30
	ところ	 ①カリオンビル②豊校区市民

館③アイプラザ豊橋
	対 象	 市内在住で経済的に困窮して

いる世帯、ひとり親家庭の中
学・高校生

	その他	 詳細はお問い合わせください
	申込み	 随時、生活福祉課（☎51・2313）、

こども家庭課（☎51・3161）
	 	 23349

とよはし歴史探訪
トンボ玉をつくろう

	と き	 3/17㈯10:00、14:00
	ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 小学4年生以上（小学生は保

護者同伴）
	講 師	 杉浦興子さん（ガラス工芸作家）
 定 員	 各20人（抽選）
	料 金	 各800円
	申込み	 3/5㈪（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚2人まで）
で講座名、希望時間、参加者全
員の住所・氏名・年齢・電話番
号を文化財センター（〒440-
0897松葉町三丁目1☎56・
6060）

トンボ玉の復元品

市立豊橋高等学校
社会人講座

①役立つパソコン（初心者向け）、②使
える書道について学びます。
	と き	 4月～来年2月（8月を除く）の

第2・4土曜日（全19回予定）
10:00～11:30

	対 象	 市内在住の方
	定 員	 各20人（抽選）
	料 金	 各3,000円（別途、教材費必要）
	その他	 同校2年以上の在学生も参加
	申込み	 2/15㈭（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚で1人
1講座）で希望番号、講座名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を市立豊橋高等学校
（〒440-0068東郷町43-1☎
62・0278）
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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	 4～8月の週1回。午前中（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
	その他	 あいトピアでの説明会（3/8㈭

10:00～12:00）と研修会（3/13㈫
10:00～15:00）への参加が必要

	申込み	 2/23㈮までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

認知症サポーター講座を
希望するグループ

認知症を知り、認知症の方や家族への
支援方法を学びます。
	と き	 講師との調整により決定
	ところ	 市内の公共施設など（申込者

が用意）
	対 象	 市内在住・在学・在勤のグループ
	その他	 認知症サポーターの証「オレン

ジリング」を進呈
 申込み	 希望日の1か月前までに直接、

郵送またはファックスで申込
書を長寿介護課（〒440-8501
住所不要☎51・2338 56・
3810）※申込書は長寿介護
課、各地域包括支援センター、
各校区・地区市民館で配布

	 	 6412

平成30年度豊橋市非常勤嘱託員

	職 種	 保育士、外国人児童生徒教育
バイリンガル相談員、特別支援
学校介護員、ごみ収集作業員、
ごみ受入作業員

	処 遇	 報酬のほか厚生年金、健康保
険など社会保険に加入

	その他	 募集要綱などは人事課、市
役所じょうほうひろば、ホーム
ページほかで配布

	問合せ	 人事課（☎51・2040）
	 	 8399

平成30年度小学校英語
スクールアシスタント

小学3・4年生の英会話授業を学級担
任と行います。
	対 象	 日本語と英語の日常会話がで

き、1年を通して150時間程度
指導できる方

	定 員	 30人程度
 謝 礼	 1時間あたり2,010円（平成29

年度実績）
	その他	 2/21㈬午後に教育会館で面

接・実技あり
 申込み	 2/9㈮17:00（必着）までに直接

または郵送で顔写真貼付の履
歴書を教育会館（〒441-8075
神野ふ頭町3-22ライフポート
とよはし内☎33・2113）

定時制生徒

市立豊橋高等学校（①昼間普通科（2
部制）②夜間普通科・総合ビジネス
科）、県立豊橋工業高等学校（③夜間
機械科）の生徒を募集します。
	対 象	 中学校を卒業した、または平成

30年に卒業見込みの方など
	定 員	 ①160人②③各40人
	その他	 特設講座の受講や認定試験で

の一定教科・科目で単位を修
得すれば、通常4年での卒業が
3年で卒業可

	申込み	 出身中学校に出願する旨を申
し出た上で、前期は2/27㈫、
2/28㈬に、後期は3/20㈫、3/22
㈭に直接、必要書類を市立豊
橋高等学校（☎62・0278）、県
立豊橋工業高等学校（☎45・
5635）

市立豊橋高等学校

平成30年度
市立小・中学校図書館司書

学校図書館の環境整備、図書貸し出し・
読書活動支援、選書などを行います。
	対 象	 司書（図書館）の資格を有する、

または平成30年3月31日まで
に取得見込みの方

	定 員	 27人程度
	謝 礼	 1時間あたり1,340円（平成29

年度実績）
	その他	 2/26㈪午後に教育会館で面接

あり
	申込み	 2/9㈮17:00（必着）までに直接

または郵送で顔写真貼付の履
歴書、司書の資格または取得
見込みを証明するもの（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）※郵送の場
合は封筒に「学校図書館司書
申込」を朱書き

外国人児童生徒対応
スクールアシスタント

学校での通訳・翻訳、日本語指導の補
助などを行います。
	対 象	 日本語のほか、ポルトガル語ま

たはタガログ語が理解できる方
	定 員	 若干名
	その他	 ［一次］履歴書・作文［二次］

3/3㈯9:00から筆記・通訳実
技・面接あり。謝礼あり。募集
要綱は学校教育課、ホーム
ページで配布

	申込み	 2/16㈮15:00（必着）までに履
歴書、作文「外国人児童生徒の
日本語指導に対する支援のあ
り方について」（具体的な事例
を想定して、自筆400字程度）
を学校教育課（〒440-8501住
所不要☎51・2826）

	 	 34581
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