
平成30年度豊橋市職員
採用ガイダンス

仕事内容（事務・土木）や思いなどを市
職員が話します。
	と き	 ①4/4㈬～4/7㈯（4/5、4/6は

事務職のみ）②4/8㈰13:30～
17:00

 ところ	 ①市役所講堂②都市センター
ホテル（東京都千代田区）

 申込み	 随時、ホームページから必要事
項を入力

	問合せ	 人事課（☎51・2040）
	 	 8399

就学へのステップのつどい
就学へ向けての①講演会②座談会

	と き	 ①5/24㈭9:30～12:00②6/7㈭
10:00～12:00

	ところ	 ①保健所・保健センター②こど
も発達センター

	対 象	 市内在住で小学校就学を控え
た発達に心配のある子どもの
保護者

	定 員	 ①200人②30人（各申込順）
	講 師	 ①こども発達センター医師、くす

のき特別支援学校・豊橋特別支
援学校・豊橋聾学校教員ほか

	申込み	 ①は5/10㈭、②は5/30㈬
までに希望番号、住所、氏
名、電話番号を、こども発達
センター（☎39・9200 47・
0911 hattatsu-center@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 51061

春の葦毛湿原観察会

湿原と周辺の植物を観察し、湿原を取
り巻く環境などを学びます｡
	と き	 4/22㈰9:30～11:30（雨天決行）
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 60人（申込順）
	その他	 集合は長尾池隣の公園内東屋
	申込み	 4/2㈪から文化財センター（☎

56・6060）

地域で活躍！！
レクリエーションリーダー講座

高齢者対象のレクリエーション活動の
理論と実技を学びます。
	と き	 5/24～6/28の木曜日（全6回）

13:30～15:30
	ところ	 大清水地域福祉センター
	対 象	 ボランティアとして平日の日中

に活動可能な方
 講 師	 阿部弘子さん（レクリエーショ

ンコーディネーター）ほか
	定 員	 20人（申込順）
	その他	 受講後は当協議会の介護予防

事業へ参加
 申込み	 5/16㈬までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

点訳ボランティア養成講座

点字と視覚障害者への情報伝達のサ
ポートについて学びます。
	と き	 ①5/16～9/5の水曜日（8/8を

除く）10:30～12:00②5/19～
9/8の土曜日（8/11を除く）
19:00～20:30（各全16回）

	ところ	 あいトピア
	講 師	 点工房
	定 員	 各15人（申込順）
	料 金	 各2,000円
	申込み	 4/1㈰～5/9㈬に豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

花交流フェア2018

手作り花壇・寄せ植えの展示やステー
ジイベントなどを楽しめます。
	と き	 5/3㈷～5/5㈷
 ところ	 豊橋公園
 その他	 5/3㈷に抽選で300人にアジサ

イの苗木を配布（当日11:00か
ら抽選券配布）

	問合せ	 豊橋みどりの協会（☎41・
7400）、公園緑地課（☎51・
2650）

	 	 39635

オープンガーデン豊橋
バス見学会

説明を聞きながら市内の庭を見学し
ます。
	と き	 5/16㈬、5/18㈮9:00～16:30

（小雨決行）
	対 象	 市内在住の方（子どもの同伴

不可）
	講 師	 鈴木久仁子さん（ガーデンプラ

ンナー）ほか
 定 員	 各15人（抽選。初回優先）
	料 金	 各2,200円
	その他	 集合・解散は市役所東館正面

玄関前
	申込み	 4/15㈰（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚1人まで）
で希望日、郵便番号、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号
を豊橋みどりの協会（〒441-
3147大岩町字大穴1-238☎
41・7400）
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市民活動総合補償制度
市民活動中の事故を補償します

自治会、ボランティア団体などの市民
活動団体が国内で行う、社会に役立
ち、無報酬で自発的に行われる活動に
対し、傷害と賠償責任について補償し
ます。事故発生から30日以内に、事故
報告書と活動計画書を市民協働推進
課へ提出してください。
なお、補償を受けるには「どすごいネッ
ト」への事前登録が必要です。詳細は
市民協働推進課で配布の案内パンフ
レット、ホームページをご覧ください。
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 10256

経済的理由で進学を断念する
保育士志望の学生を支援します

保育所などで働きながら保育士の資格
を取得していくための支援を行います。
	対 象	 平成30年度に高等学校、高等

専修学校を卒業する保育士志
望で、保護者が市内に在住か
つ経済的理由により大学や保
育士養成機関などに進学する
ことが困難な学生

	定 員	 5人
	その他	 申し込みには5月に開催予定

の事業説明会への参加が必
要。日程など詳細はホームペー
ジ参照

 問合せ	 こども未来政策課（☎51・2382）
	 	 55222

豊橋市心身障害高校生①奨学金
②入学準備金を支給します

	対 象	 市内在住の身体障害者・療育・
精神障害者保健福祉手帳所
持者で、高等学校・高等専門学
校・特別支援学校の高等部（専
攻科を含む）に在学または新
規で入学する方

	支給額	 ①月額10,000円②17,500円
（②は4月中に申請した新規
入学者のみ）

	その他	 ①は申請日の属する月分から
支給され、有効期限は平成31
年3月31日まで。①②ともに所
得制限あり

	申 請	 4月2日㈪～来年3月1日㈮まで
に直接、障害者手帳、在学証
明書または入学証明書、本人
の通帳、認印を障害福祉課（☎
51・2345 56・5134）

	 	 18210

無料学習支援教室
地域未来塾ステップ

学生ボランティアと元教職員が学習の
補助をします。
	と き	 5月～来年3月の第2・4日曜日

13:30～16:30
	ところ	 青少年センター
	対 象	 市内在住で学習塾などに通っ

ていない中学・高校生（生活困
窮・ひとり親世帯を優先）

	定 員	 20人
	申込み	 4/22㈰（必着）までに申請書を

生涯学習課（〒440-8501住所
不要☎51・2846）、青少年セン
ター（☎46・8925）※申請書は
生涯学習課、青少年センター、
ホームページで配布

	 	 50439

とよはし歴史探訪　史跡めぐり
松平氏、天下人への道

松平郷や岩津城、岡崎城を巡ります。
	と き	 4/28㈯9:00～16:30
	講 師	 文化財センター学芸員
	定 員	 26人（抽選）
	料 金	 800円
 その他	 集合・解散は文化財センター

※バス使用
 申込み	 4/15㈰（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、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）

松平郷

豊橋市国際交流協会　春学期語学講座

■仕事帰りの英会話（中級）
	と き	 5/8～7/10の火曜日（全10回）

19:00～20:30
■はじめてのドイツ語（入門）
	と き	 5/12～7/14の土曜日（全10

回）10:30～12:00
［共通事項］

 料 金	 一般各9,000円、会員各7,000円
	その他	 中国語など全6講座あり。4/14㈯

10:30～16:10に無料体験レッス
ンあり。言語など詳細は豊橋市
国際交流協会ホームページ参照

 申込み	 4/25㈬までに返信先明記の往
復はがき（1講座1枚）で講座名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、職
業、電話番号を豊橋市国際交流
協会（〒440-0888駅前大通二丁
目33-1開発ビル3階☎55・3671）

Guten	tag.
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