学ぶ 暮らし情報・支援／募集 情報あれこれ 情報ひろば

子育て支援ファミリー・
サポート・センター会員

神経系難病患者・家族のつどい
とき：11月18日㈫午前10時～11時30分

退職後の生活に役立つ
税知識・確定申告

対象：依頼会員／市内在住・在学 ･ 在

ところ：あいトピア（前畑町） 対象：パ

とき：12 月 5 日㈮午後 1 時 30 分～ 3 時

勤の育児の手助けがほしい方、援助会

ーキンソン病や脊髄小脳変性症などの

30 分 ところ：カリオンビル（松葉町二

員／市内在住の育児の援助ができる方

神経系難病の方と家族 内容：
「あゆみ

丁目） 対象：おおむね 45 歳以上の方

対象となる子：小学生まで 内容：援助

の会報」づくりと座談会「日頃、どういっ

内容：退職後の確定申告について学び

会員は都合のつく日時を登録し、小学

た症状で困っていますか」 参加料：無

ます 講師：税理士 定員：50 人（申込

生までの子どもを自宅で預かることや､

料 問合先：保健予防課（☎ 51・3621）

順） 参加料：無料

募集

記用具 申し込み：11月28日までに㈳

保育園・児童クラブなどへの送迎をし
ます

費用：依頼会員は、活動終了時

に決められた報酬を援助会員に直接支
払います その他：会員になるには会
員講習会の受講が必要です

持ち物：電卓、筆

愛知県雇用開発協会あいち高齢期雇用

高齢者向け優良賃貸住宅
アネシス・サイトウの入居者

就業支援コーナー（☎ 052・218・5651
ふ 052・201・8190）

■会員講習会

高齢者が安全に安心して居住できるよ

とき：11月29日㈯午後 1 時～ 4 時 30 分

うにバリアフリー化された民間の賃貸

障害者職業訓練
パソコン資格チャレンジコース

ところ：あいトピア
（前畑町） 内容：子ど

住宅に、豊橋市が整備費と家賃の一部

とき：12月19日～来年 2月4日
（12月28

もの心身の発達や食生活、安全と事故

を補助しています。

日～来年 1 月5 日は休み）の火～土曜

防止、遊びなどについて学びます 申

住宅名：アネシス・サイトウ 所在地：

日（全 27 回）午前 9 時 45 分～午後 4 時

込先：とよはしファミリー・サポート・

花田町字斉藤 75-4

募集戸数／間取

ところ：さくらピア
（東新町） 対象：障害

センター
（☎ 56・7500）

り：1 戸／ 1LDK（48㎡） 住宅の概要：鉄

者手帳所持者（身体・精神等）※求職登

筋コンクリート造 6 階建（バリアフリー化

録が必要

対応）
。風呂・トイレ・寝室に設置され

応用まで 定員：15人（選考） 受講料：

た緊急非常ボタンによる緊急時対応サ

無料 申し込み：12月4日までに豊橋公

ービスや水センサーによる安否確認サ

共職業安定所（☎ 52・7191） 問合先：
豊橋公共職業安定所、愛知障害者職業

［共通事項］問合先：男女共同参画課（☎
51・2188）

豊橋市民展作品

内容：パソコンの基礎から

募集作品：日本画、洋画、彫刻、デザ

ービスが利用できます

イン、写真、書道 対象：東三河に在住・

60 歳以上の単身世帯または夫婦世帯

能力開発校（☎ 0533・93・2102）

在学・在勤の 15 歳以上の方（豊橋美術

その他：申し込みがあり次第、空室待ち

展委嘱作家、中学生以下は除く） 応

になります 家賃：48,500円～66,000円

募点数：1 人 1 点。未発表作品に限りま

（所得に応じ決定） 入居時期：12 月1

暮らし情報

す。作品サイズなど詳細は美術博物館
で配布中の公募要項参照

出品料：無

入居者資格：

日 申込先：住宅課（☎ 51・2604）

支援

料 作品搬入日：11月22日・23日午前

平成21年度豊橋市職員

9 時～午後 5 時 作品搬入場所：美術博

職種：技術職（土木）
（化学） 人員：各若

物館（豊橋公園内）

干名 受験要件：昭和57年4月2日以降

とき：12 月 4 日㈭午後 1 時 30 分～ 3 時

■展覧会

に生まれた方

募集要綱の配布：市役

ところ：石巻地区市民館（石巻本町字市

とき：日本画・洋画・彫刻・デザイン／

所人事課、各窓口センター、カリオン

場） 対象：市内在住で在宅介護をして

12月2日㈫～ 7日㈰、写真・書道／ 12

ビル、ホームページ（http://www.city.

いる方 内容：介護者のリフレッシュの

月9日㈫～ 14日㈰。いずれも午前 9 時

toyohashi.aichi.jp/jinji/）で配付。郵送

ための運動と情報交換や日々の悩みを

～午後 5 時（各期間の最終日は午後４

で請求する場合は、120 円切手を貼っ

話し合います 講師：羽佐田悟さん（ス

時まで。月曜休館） ところ：美術博物館

た宛先明記の返信用封筒を同封し「技

ポーツ倶楽部ヘッドトレーナー） 定

入場料：無料

術職採用試験申込書請求」と朱書きし

員：20 人（申込順） 参加料：無料

て人事課へ送付 申し込み：11月28日

し込み：11 月30日までにさわらび地域

（必着）までに人事課（〒440-8501 住

包括支援センター（☎ 54・3521） 問

［共通事項］問合先：美術博物館（☎ 51・
2882）

家族介護者交流会

申

所不要） その他：詳細は募集要綱参照

合先：さわらび地域包括支援センター、

問合先：人事課（☎ 51・2040）

高齢福祉課（☎ 51・2338）
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どなたでも

主な対象

女性

男性

子ども

高齢者

障害者

事業

育児

土曜日にも住民票の写しなどの
交付が受けられます

とよはし男女共生フェスティバル
手作りバザー参加団体

平成20年度中途・平成21年度
新規採用 豊橋市民病院職員

受付時間：土曜日午前 9 時～午後 0 時

とき：来年 1月18日㈰ ところ：ライフポ

職種／人員：助産師・看護師／ 30 人、

30 分 ※ 11 月 15 日、 来 年 1 月 3 日は 休

ートとよはし（神野ふ頭町） 対象：手作

臨床検査技師・言語聴覚士・事務職
（医

み 受付窓口：市役所市民課（西館 1 階）

り品などを作っている団体 内容：とよ

療請求事務）／各 1 人（平成 21 年度新規

交付が受けられる証明書：住民票の写し

はし男女共生フェスティバルで活動成

採用のみ） 要綱の配付：市民病院管

等、印鑑登録証明書、戸籍全部（個人）

果品などを販売します 募集数：5 団体

理課・総合案内所、市役所案内所、各

事項証明書、身分証明書、外国人登録

程度（抽選） 申し込み：11月15日まで

窓口センター、ホームページ（http://

原票記載事項証明書（旧住所等特別な

に女性会館（☎ 33・2822）

www.municipal-hospital.toyohashi.

情報あれこれ

記載を除く）、所得証明書（所得・課税・
非課税）※収入申告がしてあり当日交付
できるもの、軽自動車の車検用納税証

aichi.jp） 申し込み：郵送の場合は 11月
21日（必着）までに、持参の場合は 11
月7日～ 21日の平日午前 8 時 30 分～午

明書※登録および税金の納付がしてあ

愛知県最低賃金がかわりました

り当日交付できるもの その他：本人・

とき：10月24日から 最低賃金：1 時間

8570 住所不要） 試験日：11月29日㈯

同一世帯の親族による請求を基本としま

731 円（17 円増） 対象：常用・臨時・

／適性検査・筆記試験・小論文・面接

す。本人確認のために運転免許証など

アルバイトなど就労形態は問いません

など（面接は後日行う場合もあります）

の本人確認書類をお持ちください

問合先：豊橋労働基準監督署（☎ 54・

試験会場：市民病院（青竹町字八間西）

1192）

その他：給与など詳細は募集要綱参照

問

合先：資産税課（☎51・2229）、市民課（☎

後 5 時 15 分に市民病院管理課（〒441-

51・2276、土曜日は☎ 51・2268）

問合先：市民病院管理課
（☎ 51・2676）

11

月 日～ 日は税を考える週間

11
17

問合先
納税課（☎
51

・２２３４）

日㈪

■納税ポスターの入賞作品展

月

日㈫～

10

要になります。納税にご協力

月

11

私たちが安心して生活してい

とき ／ ところ

14

くためには、消防、警察、道路、 ください。

階）
、

18

～ 日㈮／市役所ギャラリー

（東館
11

■市税１万円のつかいみち

市民の皆さんに納めていただ
1

公園など個人や民間の団体の

活動だけではまかなうことの

25

日㈫／こども未来館ここに

3

く税額を一人当たりに換算す

17

3

1

）
、議長賞／轟木

（教育委員会賞／真子友里）（議長賞／轟木菜々） （市長賞／伊藤浩子）

2

選／永瀬瑛野（南部中 ）
、木

21

下裕靖（石巻中 ）
、及部美沙

希
（石巻中 ）
、他入選 点

1

2

できない公共サービスや公共

衛生費 1,307 円
○ゴミ・し尿処理○公害対策
○予防接種○保健事業など

る と １ ７ １、３ ７ ８ 円にな り、 こ（松葉町三丁目） 展示作品

土木費
1,651 円

施設が必要です。国や地方公

教育費
1,152 円

○道路の改修○市営住宅
○排水路設備○公園整備
○都市開発など

※敬称略 市長賞／伊藤浩子

10,000 円

市税１万円当たりでは、次の

○学校
○社会教育や社会体育
○青少年活動の推進
○文化施設など

税

共団体は、このために社会保

○市民サービス
○広報
○選挙

市

（中部中

総務費
1,005 円

障の充実、住宅や道路の整備、 ような割合で皆さんの生活の

○消防活動
○商店街振興対策
○農業のことなど

菜々（中部中 ）
、教育委員会

消防費
商工費等
871 円

あらゆる分野に有効に生かさ

民生費
2,596 円

教育など幅広い活動を行って

○各種医療費や福祉施設
○こどもからおとしより
までの福祉のことなど

賞／真子友里（南陽中 ）
、特

○借入金の返済

れています。

情 報 ピック アップ

公債費
1,418 円

います。その財源となる「税」

の役割はこれからますます重

■市税 10,000 円のつかいみち

