
総合老人ホーム臨時職員

事前に登録し、介護・養護職員が病気
休暇や産前・産後休暇など長期休暇を
取得した場合に、必要に応じて条件に
合う方を採用します。
	申込み	 随時、直接、顔写真貼付の履歴書

を総合老人ホーム（☎61・2013）
	 		 53941

商工業従業員永年勤続者

市内で永年勤続した商工業従業員を
褒
ほうしょう

賞します。
	対 象	 11/1㈭現在、次の全てに該当

する見込みの方①市内の事業
所の従業員（役員を除く）②同
一または系列の事業所（社名・
組織変更などを含む）に、通算
20年以上勤務（本社または本
店が市外の事業所は市外で勤
務した期間を除く）③精励にし
て他の模範となる④常勤

	定 員	 同一事業所内で10人以内
	その他	 11/13㈫に授与式あり
	申込み	 8/24㈮までに直接または郵

送で申込書を商工業振興課
（〒440-8501住所不要☎51・
2426）※申込書は商工業振興
課、ホームページで配布

	 		 20575

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、犬
は狂犬病予防注射の実施の
有無を、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

	問合せ	 豊橋市獣医師会（☎26・5171）、
生活衛生課（☎39・9127）

	 		 51264

ひとり親家庭の親や寡婦のための
就業支援講習会

パソコン（初級・中級）、調剤薬局・経理
事務、登録販売者の講習、介護職員初
任者研修（全8講座）を行います。
	ところ	 豊橋市、名古屋市、岡崎市
	定 員	 各20人（抽選）
	その他	 交通費・教材費は自己負担。

一部、6か月～9歳児の託児あり
（抽選）。講習日程など詳細は
お問い合わせください

	申込み	 8/6㈪～8/27㈪に直接、こども
家庭課（☎51・2320）

	 		 22797

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成31年4月採用
豊橋市職員（高校卒対象）

	職 種	 技術職（土木、機械）
	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	 9/15㈯、9/16㈰に個人面接、

教養・専門試験など
	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

こども未来館 子育てプラザアルバイト

	職 種	 ①保健師②保育士
	対 象	 各資格を有し、土・日曜日に勤

務が可能な方
	定 員	 若干名
	給 与	 ①時給1,290円②時給970円
	その他	 期間は応相談
	申込み	 随時、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、こども未来館子育
てプラザ（〒440-0897松葉町
3-1☎21・5528）

児童扶養手当などの受給には
更新手続きが必要です

8月分以降も継続して児童扶養手当・
愛知県遺児手当・豊橋市母子父子福
祉手当を受けるには、8月31日㈮まで
に現況届などの提出が必要です。7月
下旬に受給者宛てに通知を送付しまし
た。届いていない方は、お問い合わせ
ください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 		 22786

特別児童扶養手当などの所得状況届の
提出期限は9月11日㈫です

8月1日㈬以降も継続して特別児童扶
養手当・特別障害者手当・経過的福祉
手当・障害児福祉手当を受けるには、
所得状況届の提出が必要です。7月下
旬に受給者宛てに通知を送付しまし
た。8月1日㈬を過ぎても届かない方
は、お問い合わせください。新たに申
し込む場合はホームページをご覧くだ
さい。
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345	 56・

5134）
	 		 8025

愛知県在宅重度障害者手当の所得状況届の
提出期限は8月31日㈮です

8月分以降も継続して手当を受けるに
は、所得状況届の提出が必要です。7月
下旬に受給者宛てに通知を送付しまし
た。8月10日㈮を過ぎても届かない方
は、お問い合わせください。
	問合せ	障害福祉課（☎51・2354	 56・

5134）
	 		 8025
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市役所売店運営事業者

東館地下1階で売店運営を行います。
	とき	 来年4月までに開始
	対 象	 3年以上の営業経験を有する

事業者
	審 査	 プロポーザル方式
	その他	 募集要綱は資産経営課、ホー

ムページで配布
	問合せ	 資産経営課（☎51・2125）
	 		 60327

男女共同参画標語・川柳

	対 象	 東三河地域に在住・在学・在勤
の方

	その他	 最優秀賞（図書カード1万円分）
などあり。発表は9月下旬。作品
は愛知県男女共同参画月間に
合わせ、10/1㈪～10/12㈮に
市役所市民ギャラリーで展示

	申込み	 9/6㈭までに男女共同参画（男
女平等、家事、子育て、働き方
など）をテーマとした標語ま
たは川柳（自作・未発表）に
住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を明記して市
民協働推進課（〒440-8501
住所不要☎51・2188	 56・
5128	 shiminkyodo@city.
toyohashi.lg.jp）

	 		 9414

市民スポーツ写真コンクール作品

市内で撮影したスポーツ・レクリエー
ション・健康づくりに関する写真を募集
します。
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	その他	 推薦、特選、入選者に賞金など

あり
	申込み	 11/30㈮までに昨年11月以降

に撮影した作品（2Lサイズ以
上。自作・未発表）の裏面に応
募票を貼付して豊橋市体育協
会（〒440-0832岩田町1-2）	
※応募票は各体育施設、豊橋
市体育協会で配布

	問合せ	 豊橋市体育協会（☎63・3031）
	 		 57757

豊橋男女共生フェスティバル
手作りバザー参加団体

	とき	 12/16㈰10:30～13:30
	ところ	 ライフポートとよはし
	対 象	 手作り品などを作っているグ

ループ、起業を目指している女
性グループなど

	定 員	 3団体程度（申込順）
	出店料	 無料
	申込み	 8/31㈮までに市民協働推進課

（☎51・2188）
	 		 57644

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

（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（9/11㈫
10:00～12:00）と研修会（9/14㈮
10:00～15:00）あり

	申込み	 8/31㈮までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

明るい家庭づくり  作文・壁新聞

家庭での取り組みや工夫をテーマにし
た①作文、②壁新聞を募集します。
	対 象	 ①市内在住・在学の小・中学生

②市内在住・在学の小学生
	その他	 優秀作品は来年2月に「明るい

家庭づくり推進大会」で表彰
	申込み	 9/7㈮までに①は400字詰め

原稿用紙（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）の1枚目欄外に、②は模造
紙（B全紙1枚）裏面に題名、
氏名（ふりがな）、学校名、学年
を明記して、市内在学者は各
学校、市外在学者は、こども未
来政策課（☎51・2325	 56・
6050）

	 		 23507

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	 12/1㈯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	 自作のものは不可
	申込み	 9/14㈮（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、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）

	 		 57751

豊橋観光ボランティアガイドの会
ほの国豊橋案内人

吉田城址、葦毛湿原などの市内観光名
所や旧跡の観光案内を行います。
	対 象	 市内在住で20歳以上の方
	その他	 事前講習会あり
	申込み	 8/24㈮までに(一社)豊橋観光コ

ンベンション協会（☎54・1484）
	問合せ	 (一社)豊橋観光コンベンション

協会、観光振興課（☎51・2430）
	 		 57671

二川宿 ボランティアガイド

二川宿の施設や歴史・文化などの案内
を行います。
	ところ	 駒屋ほか
	対 象	 市内または近郊在住の18歳以

上で、月1回以上活動できる方
	申込み	 8/3㈮～8/31㈮に直接、申込書

を駒屋（☎41・6065）※申込書は
駒屋、駒屋ホームページで配布
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