
謎解き フタガワC
コ ー ド
ODE

二川地区の5施設を巡りながら謎解き
に挑戦します。
 とき 11/3㈷〜来年3/17㈰
 ところ 二川宿本陣資料館、総合動植

物公園、地下資源館ほか
 料 金 無料（別途、各施設入場料必要）
 問合せ 二川宿本陣資料館（☎41・8580）
	 		 61845

年末調整等説明会

 とき 11/16㈮9:45〜11:35、13:15〜
15:05

 ところ アイプラザ豊橋
 対 象 源泉徴収義務者
 問合せ 豊橋税務署（☎52・6201※自

動音声案内「2」）

楽しく省エネ生活を送ろう

自宅でできる省エネなどについて学
びます。
 とき 12/22㈯13:30〜15:00
 ところ こども未来館「ここにこ」
 講 師 岡本明子さん（環境カウンセラー）
 定 員 50人（申込順）
その他 10:00〜16:00に生活形態に合

わせた省エネ、CO2削減対策を
提案する「うちエコ診断」あり

 申込み 随時、㈱サイエンス・クリエイト
（☎44・1111）

 問合せ 温暖化対策推進室（☎51・
2419）、㈱サイエンス・クリエイト
（☎44・1111）

	 		 44260

秋のとよはし
二川・普門寺もみじウォーキング

二川宿や普門寺の周辺3.1km、10.2km
を歩きます。
 とき 12/2㈰9:00〜14:00（9:00〜

10:00受け付け。小雨決行）
 定 員 300人（先着順）
 その他 集合は二川駅北口。参加賞あり
 問合せ 健康政策課（☎39・9116）
	 		 60853

認知症家族介護者交流会

 とき ①12/1㈯、来年1/12㈯13:30〜
16:00②12/11㈫、1/8㈫13:30〜
15:30③12/12㈬、1/9㈬10:00〜
12:00④12/13㈭、1/10㈭10:00〜
12:00

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

 料 金 ①各500円④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は中央（☎
54・7170）、③は東部（☎64・
6666）、④は南部（☎25・7100）
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

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合います。
 とき 12/12㈬13:00〜15:30
 ところ つつじが丘地域福祉センター
 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 12/5㈬までに住所、氏名、電話

番号を東部地域包括支援セン
ター（☎64・6666）

	 		 24204

定時制・通信制高等学校
合同説明会

概要説明、個別相談会を行います。
 とき 11/11㈰13:30〜16:00
 ところ 保健所・保健センター
 対 象 不登校や中途退学などで進路

に悩んでいる中学・高校生と保
護者、教員など

 問合せ こども若者総合相談支援セ
ンター「ココエール」（☎51・
2327）

	 		 60598

生活・介護支援サポーター養成講座

高齢者の特徴と関わり方などを講義と
実習で学びます。
 とき 12/10㈪、12/17㈪、来年1/8㈫、

1/15㈫、1/29㈫9:30〜12:30、
1/16㈬〜1/26㈯に実習1日（全
6回。初日は13:00〜16:00）

 ところ コープあいち豊橋生協会館ほか
 対 象 市内在住の方
 定 員 20人（申込順）
 その他 修了証を交付
 申込み 12/1㈯までにコープあいち

福祉サービス豊橋西（☎39・
7751）

	 		 6421

みんなの福祉機器展 in 豊橋
見りん・触りん・乗ってみりん

車椅子や日常生活用品などを取り扱う
約25社が集まります。
 とき 11/24㈯、11/25㈰10:00〜

16:00
 ところ 保健所・保健センター
 問合せ こども発達センター（☎39・

9200）
	 		 51061

青少年健全育成のつどい

青少年健全育成に関する表彰・講演を
行います。
 とき 11/3㈷13:30
 ところ 公会堂
 講 師 板垣淑子さん（NHK名古屋放

送局プロデューサー）
 問合せ こども未来政策課（☎51・2382）
	 		 23509

22



詳細は募集要綱などをご覧ください。

消防車両に乗ろう！キッズ消防士

消防出
で
初
ぞめ
式で防火衣を着て、消防（団）

車両での分列行進に参加します。
 とき 来年1/5㈯9:00〜11:45（分列

行進は9:20頃）
 ところ 豊橋球場
 対 象 小学生
 定 員 40人（抽選）
 申込み 11/2㈮〜11/16㈮に消防本部

総務課（☎51・3111）
	 		 61229

平成31年度採用 
豊橋市非常勤嘱託員

 職 種 ①一般事務	②一般事務（障害
者対象）、軽労務、ごみ処理作業
員、保健師、外国人英語指導員
（ALT）、司書（図書館）③斎場
業務員、女性相談窓口相談員、
ポルトガル語通訳、臨床心理
士、特別支援学校外国人児童生
徒介護員④児童クラブ支援員

 定 員 ①20人程度②各若干名③各1
人④10人程度

 給 与 給料のほか厚生年金、健康保
険などに加入

 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。申込方法
など詳細はホームページ参照

 問合せ 人事課（☎51・2040）
	 		 8399

フリーマーケット in 図書館出店者

 とき 来年1/26㈯9:30〜15:00
	ところ	 中央図書館
 定 員 20組程度（抽選）
 出店料 無料
 その他 業者の出店不可
 申込み 11/18㈰までに申込書を中央・

向山・大清水図書館※申込書は
各図書館、ホームページで配布

 問合せ 中央図書館（☎31・3131）

就学援助制度をご利用ください

市立小・中学校への就学にあたり、給
食・学用品費などを援助しています。
 対 象 合計所得が2,773,000円以下

の3人世帯などの基準を満た
す方

 申 請 随時、印鑑、振込先の預金通帳
（保護者名義）、平成30年1月
1日時点で本市に住民登録が
ない場合は、世帯全員の平成
30年度（29年分）の所得証明
書を学校教育課（☎51・2825）

	 		 21988

ひとり親家庭の親や寡婦のための
調剤薬局事務講習会

調剤薬局の仕事などを学び資格取得
を目指します。
 とき 来年1/26〜3/9の土曜日（全7

回）10:00〜15:40
 ところ 中部コンピュータ・パティシエ・

保育専門学校
 定 員 20人（抽選）
 料 金 5,500円
 申込み 11/16㈮までに直接、こども家

庭課（☎51・2320）
	 		 22797

植物園イベントのへや出展者

写真、生け花、盆栽などを展示します。
 とき 来年4/1㈪以降（出展期間は、

6日間〜1か月）
 対 象 非営利の個人・団体
 出展料 無料
 申込み 11/15㈫〜12/20㈭に展示会

名・内容・希望期間、団体名、
代表者の住所・氏名・電話番
号を豊橋みどりの協会（☎41・
2185	 41・0201）

避難時に支援が必要な方の
登録を受け付けています

災害時の避難に支援が必要な方を台
帳に登録し、地域と連携して避難支援
に活用します。
 対 象 災害時の避難にあたり家族な

どの協力が得られない次のい
ずれかに該当する方①要支援・
要介護認定を受けている②身
体障害者手帳などを所持して
いる③障害支援区分認定を受
けている④障害者総合支援法
における難病患者など⑤①〜
④には該当しないが類似した
状況にある

 その他 登録した個人情報は、民生委
員、自主防災会で共有

 申込先 福祉政策課（☎51・2369）
	 		 6519

ストマ（人工肛門・人工膀胱）用
装具の保管場所を提供します

大規模災害に備えて、ストマ用装具を
保管できます。
 ところ 市役所、保健所・保健センター
 その他 保管できる容量など詳細は

ホームページ参照
 申込み 随時、直接、装具を障害福祉

課（☎51・2345）、健康政策課
（☎39・9111）

	 		 61849

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

 とき 11/16㈮10:00〜11:30
 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 11/15㈭までに健康増進課（☎
39・9140）

	 		 6770
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