
24広報とよはし  平成 26 年 8月1日

どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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暮らし情報
支援
	豊橋市国民健康保険　脳ドック診査
7割助成（追加募集）のお知らせ

本紙4月15日号22ページでお知らせし

た脳ドック等診査7割助成のうち、福

祉村病院が定員に達しませんでしたの

で、追加募集を行います。

対象：平成26年4月1日現在、豊橋市

国民健康保険被保険者で、前年度以

前の保険税を完納している世帯に属

する満25歳以上75歳未満の方（平成

24・25年度に脳ドック（検診）の助成を

受けた方、26年度に当選した方を除

く）　受診機関：福祉村病院（野依町字

山中）　受診者負担額：10,490円　定
員：16人（抽選・結果は9月1日以降に

郵送）　受診期間：来年3月まで　その
他：前回落選した方も申し込みできます

が、キャンセル待ちが無効になります

申し込み：8月15日（消印有効）までに、

はがき、または封書（封書の場合は、は

がきサイズの紙へ記入）で国民健康保

険被保険者証の記号・番号、郵便番号、

住所、氏名、フリガナ、生年月日、性別、

電話番号を国保年金課「脳ドック申し込

み」係（〒440-8501住所不要）　問い合
わせ：国保年金課（☎51・2299）

	禁煙ニコニコプラン・禁煙相談
とき：8月21日㈭午前9時・10時30分、

午後1時30分・3時　ところ：保健所・

保健センター（中野町字中原「ほいっ

ぷ」内）　対象：市内在住の方　内容：
約3か月間で禁煙を目指します。禁煙

開始後の辛い症状を上手に乗り切るた

め、個人に合わせた検査や面接を行い

ます　講師：保健師　定員：6人程度（申

込順）　参加料：無料　その他：保健師

による禁煙相談（無料）を随時受け付け

ています。詳しくはお問い合わせくだ

さい　申し込み：8月20日までに健康増

進課（☎39・9145）

	母子家庭の母などのための
就業支援講習会

■介護職員初任者研修
今回から父子家庭の方も参加できるよ

うになりました（以下日程①のみ）。

とき／ところ：①9月28日～来年2月1日

の日曜日（11月23日、12月28日、1月4日

を除く。全16回）午前9時～午後5時／

SFNアカデミー金山校（名古屋市中区）

②9月28日～来年2月8日の日曜日（11

月23日、12月28日、1月4日を除く。全

17回）午前9時～午後5時／ヘルパー

スクールユノモ知立校（知立市山屋敷

町）　その他：自宅学習が必要です

■パソコン講習
①初級（岡崎会場）
とき：10月4日～来年1月17日の土曜日（1

月3日を除く。全15回）午前10時～午

後3時40分　ところ：岡崎情報開発セン

ター（岡崎市羽根町）

②中級（名古屋会場）
とき：10月12日～来年1月25日の日曜日

（1月18日を除く。全15回）午前10時～

午後3時40分　ところ：東京リーガルマイ

ンド名古屋駅前本校（名古屋市中村区）

③中級エクセル（豊橋会場）
とき：10月25日～11月29日の土曜日（11月

22日を除く。全5回）午前10時～午後3時

40分　ところ：あいち情報専門学校（関屋町）

■経理事務講習
とき：9月27日～来年1月10日の土曜日

（1月3日を除く。全15回）午前10時～

午後3時40分　ところ：東京リーガルマ

インド名古屋駅前本校

［共通事項］対象：母子家庭の母など

で、全日程に参加できる方　定員：経

理事務／40人、その他／各20人（各抽

選）　受講料：無料（教材費として介護職

員初任者研修は①6,480円②6,995円、

パソコン講習は①3,100円②3,000円

③2,052円、経理事務講習は3,000円必

要）※交通費自己負担　申し込み：8月1

日～22日に子育て支援課（☎51・2320）

	愛知県在宅重度障害者手当の
所得状況届の届け出をしてください

愛知県在宅重度障害者手当の受給者は、

毎年所得状況届の届け出が必要です。

届け出をしないと受給資格があっても

受給することができなくなります。8月

上旬に発送する所得状況届に必要事項

を記入のうえ、届け出をしてください。

提出方法：9月10日（必着）までに障害

福祉課（〒440-8501住所不要）※原則

郵送。窓口受付は8月12日㈫～14日㈭

午前9時～11時30分、午後1時～4

時に市役所東122会議室（東館12階）　

問い合わせ：障害福祉課（☎51・2345

56・5134）

	特別児童扶養手当などの
現況届を提出してください

特別児童扶養手当・特別障害者手当・

経過的福祉手当・障害児福祉手当の受

給者は、毎年現況届・所得状況届の提

出が必要です。提出をしないと受給資

格があっても手当を受けられなくなりま

す。7月下旬に発送した通知書に必要

書類を添えて、届け出てください。

受付期間：8月12日㈫・13日㈬午前9

時～11時30分、午後1時～4時　ところ：
市役所東123会議室（東館12階）　そ
の他：受付期間に提出ができない場合

は8月14日～9月10日（土・日曜日を

除く）に市役所障害福祉課（東館1階）で

受け付けます　問い合わせ：障害福祉課

（☎51・2345 56・5134）

	膠
こうげん

原系難病患者・家族のつどい
とき：9月4日㈭午後1時30分～4時　と
ころ：保健所・保健センター（中野町字中

原「ほいっぷ」内）　対象：全身性エリテマ

トーデスや強
きょうひ

皮症、皮
ひ ふ

膚筋炎、多発性

筋炎などの膠原系難病患者と家族　内
容：講演会「膠原病について−正しい理

解と上手な付き合い方」と交流会、個

別医療相談（予約制。定員5人）　講
師：片山雅夫さん（名古屋医療センター

膠原病内科医長）　参加料：無料　申し込
み：前日までに健康増進課（☎39・9145）
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募集
	脳の健康教室（後期）
学習サポーター

募集人員：50人（申込順）　活動日程：
10月～来年2月の毎週1回、午前中

の3時間程度（一部午後の3時間程度）　

活動場所：あいトピア（前畑町）、各地

域福祉センター（八町・つつじが丘・

大清水・牟呂）　活動内容：高齢者の認

知症予防につながる「脳の健康教室（後

期）」の開催に際し、ボランティアとして

参加者とコミュニケーションをとりなが

ら簡単な読み書き・計算のお手伝いを

します　その他：サポーターになるに

は、あいトピアでの説明会（9月4日㈭

午前10時～正午）と研修会（9月10日㈬

午前10時～午後3時）への参加が必要　

申し込み：8月29日までに豊橋市社会

福祉協議会（☎52・1111）

	平成26年度豊橋市臨時職員
（障害者対象）

募集人員：4人程度　業務内容：10月に

開設予定の市役所内「庁内障害者ワー

クステーション・わくわく」における事

務作業や庁舎内清掃など　任用開始予
定日：10月1日　年齢要件：昭和49年

4月2日以降に生まれた方　処遇：賃金

のほか厚生年金、健康保険など社会保

険に加入　募集要綱などの配布：市役

所人事課（東館5階）・各案内所（東館・

西館1階）・じょうほうひろば（東館1階）、

各窓口センター、カリオンビル、ホー

ムページ（http://www.city.toyohashi.

lg.jp/6760.htm）　試験日：9月6日㈯・

7日㈰（予定）　その他：詳細は募集要綱

参照　申し込み：8月18日（必着）までに

申込書など必要書類を直接または郵送

で人事課（〒440-8501住所不要☎51・

2050）

	平成27年度採用
豊橋市民病院職員

採用予定職種／人員：助産師／10人程

度、看護師／50人程度　給与：給料の

ほか期末・勤勉手当など各種手当を支

給　募集要綱の配布：市民病院管理課・

総合案内所（青竹町字八間西）、市役

所じょうほうひろば（東館1階）・各案内

所（東館・西館1階）、各窓口センター、

ホームページ（http://www.municipal-

hospital.toyohashi.aichi.jp/）　試 験：8

月～来年1月（毎月実施）／市民病院会

議室／適性検査・作文・面接　その他：
試験日程など詳細は募集要綱参照。平

成26年度中途採用（助産師、看護師）

は随時募集　申し込み：郵送または直

接（土・日曜日、祝日を除く午前8時

30分～午後5時）、市民病院管理課（〒

441-8570住所不要）　問い合わせ：市

民病院管理課（☎33・6277）

プログラム名 とき 対象／内容／定員（抽選）／持ち物

運動あそび
9月6日㈯・13日㈯
①午前9時40分～10時40分
②午前11時～正午

小学1～3年生（保護者同伴）／鉄棒・竹馬／各20人／室内用シューズ

おやこふれあい体操 9月10日㈬
午前10時30分～11時30分 生後4か月～1歳未満児と保護者／20組

おやこヨガ 9月11日㈭
午前10時30分～11時15分 生後7か月～1歳半児と保護者／15組

リトミックあそび 9月12日㈮
午前10時30分～11時30分 1歳半～3歳児と保護者／15組／空のペットボトル（1本）

おやこ造形あそび 9月14日㈰
午前10時～11時30分

年少児～小学生と保護者／ハロウィンをテーマに、タックシールで
ステンドグラスを作ります／20組

めざせ！わっぱなし 9月20日㈯※雨天順延21日㈰
午前9時15分～10時30分

年長児～小学生と保護者／補助輪なし自転車の練習と交通安全ルー
ルを学びます／15組

休館日：月曜日※祝日の場合は翌平日

■ 8月のあそび場　対象：0～3歳児と保護者　参加料：無料　申し込み：不要
つどいの広場　とき：毎週火・水・金曜日（祝・休日、休館日を除く）午前9時30分～午後0時30分　対象：0～3歳児と保護者　
内容：親子で気軽に出かけ、交流ができる広場
■ 9月のプログラム
参加料：明記していないものは無料　申し込み：8月15日（必着）までに返信先明記の往復はがき（1通につき1家族）で①
プログラム名（複数可）②とき③参加者の氏名（ひらがなで）・年齢（月齢まで）・学年④保護者の氏名⑤電話番号を交通児
童館（〒440-0864向山町字池下35）※窓口での普通はがきの受け付けも行います

問い合わせ： 交通児童館（☎61・5818
 http://toyohashi.shopro.co.jp/）

携帯電話用
ホームページ
QRコード
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