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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。

給料のほか期末・勤勉手当など各種

マに、環境について考えたり、環境に

せ、市ではメタボリックシンドロームの

手当を支給 受験要件など：昭和 62 年

配慮した行動を始めたりするきっかけと

予防・啓発につながる川柳作品を募集

4 月 2 日～平成 10 年 4 月 1 日に生まれ

なるような映像作品を募集しています。

します。

た日本国籍を有する方。学歴・性別

応募資格：どなたでも（プロ・アマ不問。

対象：市内在住・在学・在勤の方 賞：

不問※視力など身体要件あり。救急救

グループ・団体での応募も可） 募集作

優秀者（12作品）に「とよはし地元の農産

命士は救急救命士免許の取得者に限

品：1分以内の環境映像作品。実写、CG、

物詰め合わせ」を進呈※優秀者には直

る 募集要綱の配布：消防本部総務課、

アニメ、紙芝居など、表現方法は自由
（何

接連絡し、表彰式を行います 発表：本

各消防署・分署・出張所ほか。ホー

点でも応募可） 部門：環境教育部門／

紙 8月15日号に掲載予定、市役所・保

ム ペ ー ジ（http://www.city.toyohashi.

子ども向けの環境教育の教材として活

健所でパネル展示 選者：豊橋番傘川

lg.jp/9039.htm）からダウンロ ード 可。

用できる作品、PR部門／大勢の人へPR

柳会、やしの実川柳社 その他：応募は

郵送で請求する場合は、120 円切手を

するのに活用できる作品 賞：グランプ

1人3作品まで。応募作品の訂正、差し

貼った宛先明記の返信用封筒を同封し、

リ（各部門1人）／10万円、準グランプ

替え、返却はしません。作品は自作・

「採用試験申込書請求」と朱書きして消

リ
（各部門1人）／3万円、優秀賞（各部

未発表のものに限ります。応募作品は

防本部総務課 試験日：［第 1 次］7月6

門3人）／1万円、最多応募賞（1人）／

豊橋市特定健康診査・特定保健指導

日㈪～ 24日㈮のうちの 1日
（面接）
、7月

1 万円、参加賞（先着 530 人） その他：

のほか、健康づくり事業で広く活用しま

26日㈰（教養試験・体力測定・適性検

募 集 要 項 は 環 境 政 策 課また は ホ ー

す。応募の際の個人情報は、本募集に
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会場：市役所、豊城中学校（今橋町）な

aichi.jp/contest/）ほかで配布
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せん。ただし、ペンネームの記載がな

ど その他：試験ガイダンスを実施しま

法：来年1月29日
（必着）
までにYouTube

い場合、入賞者氏名を作品とともに発

す。詳細はお問い合わせください 申

（動画サイト）へアップロードするか、

表します 申し込み：6月30日（消印有

し込み：郵送の場合は 6 月19日（必着）

記録媒体（CD-RまたはDVD-R）を530運

効）までに「メタボ川柳応募」
と記載した

までに、持参の場合は 6 月17 日～ 19

動環境協議会事務局（市役所西館 5 階

作品、住所、氏名、ペンネーム、年齢、

日に消防本部総務課（市役所西館 5 階

環境政策課内〒440-8501 住所不要☎

電話番号、応募動機を保健所健康増進

〒440-8501 住所不要☎ 51･3105）

51・2414 56・5126）

課
（〒441-8539中野町字中原100
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kenkouzoushin@city.toyohashi.
lg.jp）
。左記 QRコード

採用予定職種／人員：管理栄養士（産休

からも応募できます

間：プール開場期間（7月7日㈫～ 9月6

等代替）／1人 雇用期間：採用日から

問い合わせ：健康増進

日㈰）の午前 9 時 30 分～午後 5 時 15 分

平成28年3月31日まで
（産休等代替とし

課
（☎39・9141）

業務内容：場内監視、清掃など 賃金：

ての勤務のため、職員の復帰状況など

時給850円 その他:詳細はホームペー

により変更の可能性あり） 賃金：時給

ジ（http://hosyoren.jp/sakurapia/）参

1,600～1,810円（前歴加算あり） 試験：

公園アダプト制度の登録者

照 申込先：さくらピア（東新町☎ 53・

随時（申込受付後、電話連絡） 申し込

対象：現在清掃ボランティアをしている、

み：直接または郵送で市販の履歴書（写

または、これから取り組みを考えている

真添付）と資格免許証の写しを市民病院

事業者・市民団体 内容：ボランティア

管理課（〒441-8570 青竹町字八間西 50

で公園の清掃などを行っていただきます

☎ 33・6277）※採用予定者が決定する

（1 年 1 回以上）
。登録すると、活動に

53・3200）
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「りすぱ豊橋」
を休館します
休館日：6月15日㈪～ 18日㈭
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まで申し込みは随時受け付けます

応募用QRコード

必要な物品の支給や道具を貸与します
その他：市民活動総合保障制度の対象と
なります。詳しくはホームページ
（http://
www.city.toyohashi.lg.jp/13896.htm）

わせ：りすぱ豊橋
（☎38・5151）
、健康増

参照 申し込み：随時、公園緑地課（☎

進課
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急救命士／合わせて10 人程度 給与：

支 援・医 療

6月は「特定健康診査・特定保健指導

さくらピア プール監視員

メタボ川柳作品
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採用区分／人員：一般消防職および救

530運動発祥のまち豊橋
スナップ・ムービー・コンテスト作品

古関充宏

議長

豊橋商工会議所から販売されるプレミ
アム商品券の事前申し込みの締め切り
が、6月19日㈮となっています。詳細は、
本紙 5月1日号 4 ページまたはプレミア
ム商品券特設ホームページ（http://e-ja.
jp/）
をご覧ください。
問い合わせ：豊橋商工会議所
（☎53・7211）
、
市役所商工業振興課（☎ 51・2425）
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地域包括支援センターコープ豊橋中央 前田町二丁目 18

士、主任ケアマネジャーなどの専門職が相談
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地域包括支援センターは、高齢者のみなさん
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地域包括支援センターみのり

対応しています。
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が、住み慣れた地域で安心した生活を続けら

豊橋市中央地域包括支援センター 前畑町 115 あいトピア内

65・2751

また、今年度は郵送による基本チェックリスト

大脇町字大脇ノ谷 74-54

れるように、高齢者の健康の維持に向けた介

集

地域包括支援センター尽誠苑
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護予防サービスなどの紹介をはじめ、福祉・ （ 歳以上の方を対象に平成 ～ 年度に実施
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した生活機能に関する 項目程度のアンケー

多米町字大門 10

健康・医療、権利擁護など、高齢者の生活を

赤岩荘地域包括支援センター

ト）の返信状況から把握した、
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あらゆる面から総合的に支えるための相談を

牛川町字浪ノ上 25-20

高齢者などへ、地域包括支援センター職員が

さわらび地域包括支援センター

健康づくりや介護予防のための訪問を実施し

佐藤五丁目 22-16
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田中敏一

プレミアム商品券 事前申し込みの
締め切りが迫っています

