
保育園や小学校などで訪問看護を
受けた際の自己負担額を無料にします

看護師からインシュリン注射などの医
療的ケアを受けた際の自己負担額が
無料になります。
	対 象	 市が指定した訪問看護ステー

ションを利用する市内在住の
園児～中学生

	その他	 助成は月10回まで。訪問看護
ステーションなど詳細はホー
ムページ参照

	問合せ	 障害福祉課（☎51・2347	 56・
5134）

	 		 55495

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

■ハンドメイド工作と交流会
	とき	 9/19㈬10:00～11:30
■健康づくり体操と交流会
	とき	 10/19㈮10:00～11:30
[共通事項]
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊髄小脳変

性症などの神経系難病の方と
家族

	申込み	 各前日までに健康増進課（☎
39・9140）

	 		 6770

平成30年度民営児童クラブ
利用料を助成します

	対 象	 次のいずれかに該当する方①生
活保護世帯②市民税非課税か
つ母子父子世帯③兄弟姉妹で
児童クラブを利用している世帯

	申込み	 9/14㈮～9/28㈮に申請書を、
こども家庭課※申請書は、こど
も家庭課、各民営児童クラブ
で配布

	問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭
課（☎51・2856）

	 		 29534

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、医師から
アドバイスを受けます。
	とき	 10/11㈭13:00～15:30
	ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加

の方
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 10/4㈭までに住所、氏名、電話

番号を南部地域包括支援セン
ター（☎25・7100）

	 		 24204

日本語ボランティア養成講座

外国人に日本語を教えるボランティア
活動や指導法を学びます。
	とき	 9/29～11/3の土曜日（全6回）

13:30～15:00
	ところ	 豊橋市国際交流協会
	講 師	 とよた日本語学習支援シス

テム・プログラムコーディネー
ターほか

	定 員	 30人（抽選）
	料 金	 一般5,000円、会員3,000円
	申込み	 9/21㈮（必着）までに返信先

明記の往復はがきで講座名、
住所、氏名、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）

ALS（筋萎縮性側索硬化症）
患者・家族のつどい

講話「拘縮に対して	今日からできる拘
縮予防」、交流会を行います。
	とき	 10/10㈬13:30～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	講 師	 𠮷田卓さん（豊橋整形外科江

崎病院理学療法士）
	申込み	 10/9㈫までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 6770

知っトク！豊橋ゼミナール

■古代史のロマンを求めて
	とき	 10/3～10/31の水曜日（全5

回）10:00～11:30※10/31は
9:00～13:00

	ところ	 東陵地区市民館※10/31は吉
胡貝塚資料館（田原市吉胡町）

	申込み	 9/16㈰までに東陵地区市民館	
（☎64・8088）

■深掘り！牟呂用水と鵜殿兵庫之城
	とき	 10/27㈯、11/3㈷、11/10㈯、

11/24㈯（全4回）9:30～11:30
※11/10㈯は12:30まで

	ところ	 牟呂地区市民館
	申込み	 9/30㈰までに牟呂地区市民館

（☎32・4615）
[共通事項]
	 		 23387

認知症家族介護者交流会

	とき	 ①10/6㈯、11/3㈷13:30～16:00
②10/10㈬、11/14㈬10:00～
12:00③10/11㈭、11/8㈭10:00～
12:00④10/16㈫、11/13㈫13:30～
15:30

	ところ	 ①豊橋商工会議所②つつじ
が丘地域福祉センター③保健
所・保健センター④あいトピア

	料 金	 ①各500円③各100円
	申込み	 ①は（公社）認知症の人と家

族の会愛知県支部（☎0562・
33・7048）。②は東部（☎
64・6666）、③は南部（☎25・
7100）、④は中央（☎54・7170）
の各地域包括支援センター

	問合せ	 各申込先、長寿介護課（☎51・
2338）

	 		 24204
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都市公園内自動販売機（飲料など）
運営入札参加者

	とき	 10/3㈬14:00
	ところ	 市役所東123会議室
	申込み	 9/14㈮～9/21㈮に申込書、必

要書類を公園緑地課（☎51・
2650）※申込書・仕様書など
は公園緑地課、ホームページ
で配布　

	 		 60678

平成30年11月採用
介護認定調査業務嘱託員

	任 期	 11/1㈭～来年3/31㈰（週31時間。
勤務状況などにより更新あり）

	対 象	 介護支援専門員（有効期間内
であるかは不問）、看護師、保
健師、社会福祉士、介護福祉士
のいずれかの資格と、普通自
動車運転免許を有する方

	報 酬	 月額221,600円
	試 験	 面接、小論文
	その他	 募集要綱は長寿介護課、ホー

ムページで配布
	申込み	 9/18㈫までに直接または郵送

（必着）で必要書類を長寿介
護課（〒440-8501住所不要☎
51・3133）

	 		 4106

平成31年4月採用
豊橋市民病院職員

	職 種	 臨床工学技士、言語聴覚士、臨
床心理士

	給 与	 給料のほか期末・勤勉手当な
ど各種手当を支給

	試 験	 9/29㈯に市民病院で適性検
査、筆記、小論文、面接など

	その他	 募集要綱などは市民病院管理
課、市役所じょうほうひろば、
ホームページほかで配布

	申込み	 9/21㈮（必着）までに必要書
類を市民病院管理課（〒441-
8570住所不要☎33・6277）

	 		 16485

一箱古本市の出店者

	とき	 10/28㈰11:00～16:00
	ところ	 広小路一・二丁目（豊橋まちな

か歩行者天国内）
	定 員	 20組程度（申込順）
	出店料	 無料
	その他	 販売品は7割程度が本であれ

ば、雑貨なども出品可
	申込み	 10/10㈬までに申込書を、ま

ちなか図書館整備推進室（☎
55・8102	 55・8100）※申込
書はホームページ、市役所じょ
うほうひろば、中央図書館など
で配布。ホームページからも申
し込み可

	 		 60884

市営住宅の入居者（9月分）

	入居日	 11/1㈭
	対 象	 原則、次の全てを満たす方①市

内在住・在勤②持家がなく住宅
に困っている③収入基準以下
④暴力団員でない⑤市営住宅
に係る未納の家賃などがない

	その他	 選考方法はポイント制
	申込み	 9/3㈪～9/11㈫（土・日曜日、

祝日を除く）に申込書などを豊	
橋市営住宅管理センター（☎
57・1006）※申込書などは9/3㈪	
から豊橋市営住宅管理センター、
住宅課で配布

	 		 14208

美術博物館展示室利用者

	対 象	 来年4～9月に絵画、写真、書な
どの作品発表を希望する方　

	その他	 10/28㈰10:00に抽選で決定。
企画展などで利用できない期
間あり

	申込み	 10/2㈫～10/12㈮に申込書を
美術博物館（☎51・2882）※申
込書は9/15㈯から美術博物館
（月曜日休館。ただし9/24㉁、
10/8㈷は開館し、翌日休館）、
ホームページで配布

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（職務経験者対象など）

	職 種	 [職務経験者]事務職、技術職
（土木・電気・機械）[国際貢献
活動経験者]事務職[法科大学
院修了者]事務職

	定 員	 各若干名
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	 書類選考、面接、プレゼンテー

ションなど
	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	 9/28㈮（必着）までに必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2040）

	 		 8399

豊橋市子育て応援企業

市民や従業員に対する子育て支援の
取り組みを積極的に進めている企業
を認定します。
	対 象	 市内に事業所がある企業、個

人商店、法人格を有する団体
など

	その他	 優れた取り組みをしている企
業に表彰あり

	申込み	 10/31㈬までに申込書を、こど
も未来政策課（☎51・2325）	
※申込書はホームページで配布

	 		 44980

市民意見提出制度
パブリックコメント

■豊橋市健幸なまちづくり条例
	とき	 9/21㈮まで
	その他	 条例は健康政策課、各窓口セ

ンター、ホームページほかで閲
覧可

	問合せ	 健康政策課（☎39・9111）
	 		 60832
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