
夏休み小・中学生
英語体験活動ボランティア

①小学校高学年、②中学生の英語コ
ミュニケーションの活動を補助します。
	と き	 ①7 / 1 4～8 / 2 5の土曜日

（8/11、8/18を除く）9:30～
15:30②7/24㈫、7/25㈬、7/27㈮、
7/31㈫～8/4㈯、8/21㈫、8/22㈬、
8/24㈮9:00～16:00

	ところ	 ①教育会館②豊橋市国際交
流協会、教育会館、少年自然の
家、野外教育センターなど

	対 象	 3日以上活動でき、日常英会話
ができる18歳以上の方

	定 員	 各35人程度（申込順）
 謝 礼	 ①1日5,000円②1日6,000円
	申込み	 5/11㈮17:00までに顔写真

添付の履歴書を教育会館（☎
33・2113）

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援助会員（援助のできる方）が②依
頼会員（子育ての援助を受けたい方）
の育児をサポートします。
	対 象	 ①市内在住で保育所などの送

迎や自宅で子どもの預かりが
できる方②市内在住・在学・在
勤の方

	その他	 登録後、5/27㈰13:00～16:30
に、あいトピアで講習あり（予
約制）。②は活動終了時に①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）

	問合せ	 とよはしファミリー・サポート・
センター（☎56･7500）

	 	 29487

郷土文芸作品

	対 象	 東三河在住の方
	部 門	 [現代詩]1人1編20字×30行以

内[短歌・俳句・川柳]1部門2首
（句）以内

	その他	 縦書き・楷書、近作・自作・未発
表の作品で、各部門1人1回。
特選、秀逸、佳作などに賞状、
記念品などあり。募集要綱は
5/15㈫から「文化のまち」づく
り課、各文化施設などで配布

	申込み	 5/15㈫～6/15㈮（消印有効）に
郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、あればペンネーム、電話番
号、｢郷土文芸○○の部｣と明
記した作品を「文化のまち」づく
り課（〒440-8501住所不要☎
51・2874）※現代詩以外はホー
ムページからも申し込み可

	 	 55870

家族みんなの家事・育児
フォトコンテスト作品

家事や育児を協力して行うようすなど
を収めた未発表の写真を募集します。
	対 象	 東三河地域に在住・在学・在勤

の方
 その他	 結果は6月中旬に発表。最優

秀賞に図書カード1万円などあ
り。作品は6/25㈪～6/29㈮の
男女共同参画週間に市役所市
民ギャラリーで展示

	申込み	 5/31㈭までに申込書、2L判以
内の写真、作品名を市民協働
推進課（〒440-8501住所不要
☎51・2188）※申込書は市民
協働推進課、各窓口センター、
ホームページで配布

	 	 9491

昨年の最優秀賞「朝活	弁当作りはじめ
ました。父と兄の分も作ってます。」

詳細は募集要綱などをご覧ください。

とよはしの匠候補者

卓越した技を持ち、ものづくりを支える
技能職者「とよはしの匠」の候補者を
募集します。
	部 門	 ①くすのき賞（機械工作部門）

②つつじ賞（機械工作以外の
部門）③明日の匠（若手技能職
者）

	対 象	 市内の事業所に勤務している、
または市内で自ら事業を営ん
でおり、①②はおおむね50歳
以上、③は45歳以下の方

 申込み	 7/31㈫（必着）までに推薦書を
商工業振興課（〒440-8501住
所不要☎51・2435）※推薦書
はホームページで配布

	 	 9149

ミスみなと（港・船・海の女王）

みなとフェスティバルなど東三河各地
で開催の行事に参加します。
	対 象	 東三河地域に在住・在学・在勤

で18～28歳（7/1㈰現在。高校
生を除く）の未婚女性

	定 員	 3人（選考）
	その他	 賞金各10万円、旅行券各5万

円あり
	申込み	 6/20㈬（必着）までに申込書

などを東愛知新聞社企画部
（〒441-8666新栄町字鳥畷
62）※申込書は東愛知新聞社
ホームページ、市役所じょうほ
うひろばなどで配布

	問合せ	 東愛知新聞社（☎32・3111）、
みなと振興課（☎34・3710）
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平成30年度豊橋市地域文化振興
活動功労賞候補者の推薦

地域の文化振興団体（校区文化協会な
ど）の役員や地域の文化活動団体の
指導者として、10年以上尽力した個人・
団体の推薦をお願いします。9/29㈯に
市民文化会館で行う豊橋文化祭開会
式で表彰します。
 提 出	 5/7㈪～6/8㈮（必着）に推薦書

を「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）※推薦書は「文化のまち」
づくり課、ホームページで配布

	 	 55053

ええじゃないか豊橋
CMアワード作品

豊橋の魅力を伝える動画を募集します。
	対 象	 [一般部門]どなたでも[学生部

門]小学生～大学・専門学生
	その他	 市長賞、菅原監督賞（各10万

円）などあり
	申込み	 5/1㈫～11/30㈮17:00（必

着）に申込書、作品をシティプ
ロモーション課（☎51・2179）
※申込書はシティプロモー
ション課、市役所じょうほうひ
ろば、ホームページで配布

	問合せ	 シティプロモーション課
	 	 55214

作品例

道の駅「（仮称）とよはし」テナント

平成31年春に国道23号線豊橋東バイ
パス七根IC周辺に開駅する道の駅の
テナント（飲食店、食品・土産品販売）
を募集します。詳細は5月25日㈮（予
定）から農業企画課、ホームページで
配布する募集要綱をご覧ください。
問合せ	 農業企画課（☎51・2471）
	 	 4357

道の駅「（仮称）とよはし」の
販売商品の開発メンバー

6次産業化の勉強会などを行います。
	対 象	 市内在住の農業者、農業者が

組織する団体など
	定 員	 6者程度（選考）
	申込み	 5/1㈫～6/15㈮に農業企画

課（☎51・2464 56・5130
info_nogyokikaku@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 8895

5月18日は国際博物館の日
記念イベント・プレゼント

■自然史博物館（☎41・4747）
7種類の図録・ガイドブックを100円で販
売します。
	と き	 5/2㈫～5/31㈭
■美術博物館（☎51・2882）
「星野眞吾・高畑郁子	二人の足跡」展
を無料で観覧できます。
	と き	 5/18㈮
■二川宿本陣資料館（☎41・8580）
図録または絵はがきをプレゼントします。
	と き	 5/18㈮
■地下資源館（☎41・2833）
科学ポスターをプレゼントします。
	と き	 5/18㈮～5/20㈰

5月から電子書籍版「広報とよはし」を
ご覧いただけます

5月から、音声読み上げ機能やポルトガ
ル語・英語・中国語など8言語での多言
語表示機能を搭載する多言語デジタル
ブック閲覧ソフト「カタログポケット」を
導入します。これにより、スマートフォン
やタブレット端末などで、文字の大きさ
の調整や外国語表示、音声読み上げな
ど、さまざまな方法で「広報とよはし」を
閲覧できますので、ご利用ください。
 問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 	 55296

				QRコード

特別支援学校の
①説明会②体験入学

■くすのき特別支援学校
	と き	 ［小学部］①6/14㈭②7/23㈪、

10/17㈬［中学部］①6/13㈬
②7/24㈫［高等部産業科］
①5/30㈬②10/10㈬

■豊橋特別支援学校
	と き	 ［小・中学部］②6/27㈬、9/21㈮

［高等部］①6/5㈫
■豊橋聾学校
随時、体験入学などの相談を受け付け
ています。

［共通事項］
	その他	 豊川特別支援学校（本宮校舎

を含む）、大府特別支援学校、
岡崎盲学校でも実施

 問合せ	 在籍の各学校・学園、教育会館
（☎33・2113）

くすのき特別支援学校
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