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豊橋市民病院職員

育児

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。

平成28年度豊橋市教育・
体育・文化表彰の推薦
市と教育委員会では、教育・体育・文

自然風景や海と人とのふれあいの風景

給与：給料のほか期末・勤勉手当など各

化活動において業績をあげている個人ま

を題材にした作品 応募規定：写真はプ

種手当を支給 募集要綱の配布：市民

たは団体に対する顕彰・奨励のための

リントしたもので、白黒・カラーともに

病院管理課・総合案内所
（青竹町字八間

表彰を行っています。各分野で活躍中の

四ツ切・四ツ切ワイド・A4 可。複数応

西）
、市役所じょうほうひろば（東館1階）
、

各賞にふさわしい方を推薦してください。

募可能
（ただし、
入賞は1人1作品）
。
自作・

ホームページ（http://www.municipal-

なお、教育・スポーツ・文化団体の代

未発表または発表予定のない作品に限

hospital.toyohashi.aichi.jp/）ほ か

表の方にも推薦を依頼しています。

る。組写真、画像の加工、編集写真は

験：随時／市民病院会議室／面接・適性

推薦方法：4月25日（必着）までに直接ま

不可。ネガ・デジタルデータ（CD-R）を

検査・作文 その他：助産師・看護師は

たは郵送で推薦書を各提出先※推薦書

同時に提出。人物が写った写真は肖像

通年募集しています 申し込み：郵送ま

は各提出先で配布 表彰式：8月1日㈪

権に関する許可をとること 賞：金賞（1

たは直接（土・日曜日、祝日を除く午前

※市制施行記念日 提出先：教育／市

人）2 万円相当商品、銀賞（1 人）1 万円

8時30分～午後5時）
、
市民病院管理課
（〒

役所教育政策課
（東館11階☎51・2819）
、

相当商品、銅賞（1人）5,000円相当商品、

441-8570住所不要☎33・6277）

体育／市役所スポーツ課（東館 11 階☎

美SEA賞
（7人）
3,000円相当商品 審査：
7月23日㈯に市内で行われる作品展示

平成28年度新規
豊橋市民病院非常勤嘱託員

51・2865）
、文化／市役所文化課（西館
3階☎51・2875）※郵送の宛先は全て〒
440-8501住所不要

人生などの記念日に植樹を

でに裏面に画題、撮影日時・場所、住

かの資格を有する方または平成28年5月

誕生、入学、就職、結婚、開業などの

所、氏名、メールアドレス、電話番号

31日までに資格取得見込みの方 報酬月

節目に、市内の庭や事業所などに植樹

を記載した作品を豊かな海“三河湾”環

額：202,600円 募集要綱の配布：市民病

を希望する方を募集します。

境再生推進協議会事務局（環境保全課

院管理課・総合案内所
（青竹町字八間西）
、

受付・配布期間：通年 対象：市内に植

内〒440-8501住所不要☎51・2390）

市役所じょうほうひろば（東館1階）
、ホー

樹できる方 樹種：ハナミズキ、イロハ

ムページ（http://www.municipal-hospital.

モミジなど高さ80cm 程度の樹木 12 種

toyohashi.aichi.jp/）ほか 採用予定日：平

から選択 本数：200本（申込順。1人10

成28年6月1日 試験：4月23日㈯／市

本まで） 費用：1 本 500 円 申し込み：

民病院会議室 申し込み：郵送の場合は

4月1日から費用を豊橋みどりの協会（大

4月19日（必着）までに、持参の場合は4

岩町字大穴☎ 41・7400）
、市役所公園

月1日～19日（土・日曜日を除く）午前8

緑地課
（東館9階☎51・2650）

情報あれこれ
平成28年4月から認可外保育施設
の届出対象者が拡大します

時30分～午後5時に市民病院管理課（〒
441-8570住所不要☎33・6277）

美術博物館友の会会員

オープンガーデン豊橋の
参加者
対象：市内の庭や店舗、事業所などで育

現在、1日に保育する乳幼児の数が6人

年会費：正会員3,000 円、学生会員（高

てた植物を飾っており、庭の公開がで

以上の認可外保育施設や認可外訪問型

校生・大学生・専門学校生）1,000 円、

きる方 内容：植物を育てている庭を公

保育事業（ベビーシッター事業）を行う

風伯会員1,200円、特別会員（個人）1万

開し、訪問者と交流します その他：庭

場合は、原則、豊橋市への届出が必要

円、賛助会員（法人）2万円 特典：美術

の写真を使用したパンフレットを作成し、

となっています。これに加えて、平成

博物館企画展の無料観覧・二川宿本陣

応募者に差し上げます。応募写真は返却

27 年 12月に児童福祉法施行規則の一

資料館の無料入館（回数制限あり）
、講

しません。写真の版権は協会に帰属しま

部を改正する省令が公布され、平成 28

演会・研修旅行・ミュージアムコンサー

す 申し込み：9月30日（必着）までに応

年4月以降は、1日に保育する乳幼児の

トなど友の会主催事業への参加、会報

募用紙、植物を飾っている状態の分かる

数が5人以下の場合も届出が必要となり

の送付ほか その他：詳細は美術博物

写真 2・3 枚を豊橋みどりの協会
（〒441-

ます。詳細はお問い合わせください。

館で配布の入会案内参照 申込先：美

3147 大岩町字大穴 1-238 ☎ 41・7400）

問い合わせ：保育課
（☎51・2316）

術博物館
（☎51・2882）

※応募用紙は各地区・校区市民館で配布

広報とよはし 平成 28 年 4月1日 28

情報あれこれ

人 応募資格：司書、司書教諭のいずれ

集

返却不可 応募方法：6月30日
（必着）
ま

募

職種／人員：図書室管理業務嘱託員／1

談

品の版権は主催者に帰属。応募作品は

相

の見学者による投票で決定 その他：作

試

支 援・医 療

職種／人員：助産師・看護師／若干名

楽しむ・学ぶ

応募対象：三河湾および三河湾沿岸で、

4月1日㈮から
指定ごみ袋制度が始まります

楽しむ・学ぶ
支 援・医 療
相

あいちトリエンナーレ2016
特別先行前売り券の販売を開始します

4月1日㈮から、
「もやすごみ」
と
「こわす

吉田城鉄櫓のリニューアルを機に、4月

8月11日㈷～10月23日㈰に愛知芸術文

ごみ」は、指定ごみ袋を使用して持ち

から一般開放日を「毎週日曜日、祝日」

化センター、名古屋市美術館、名古屋市、

出していただくようお願いします。詳細

から
「毎週水～日曜日、祝日」
に変更しま

岡崎市、豊橋市で開催する、国内最大

はお問い合わせください。

す（時間は午前 10 時～午後 3 時で変更

規模のアートフェスティバル「あいちトリ

問い合わせ：環境政策課（☎ 51・2454）

ありません）
。

エンナーレ2016」の特別先行前売り券を

また、4月1日㈮〜9月30日㈮に吉田城

販売します。チケットの購入方法など詳

鉄櫓を中心とする周辺施設を回るスタン

細はホームページ
（http://aichitriennale.

プラリー「とよはし今昔物語」を開始しま

jp/）
をご覧ください。

4月1日㈮から、全ての事業主は募集・

す。吉田城鉄櫓・三の丸会館・美術博

販売期間：4月1日㈮～30日㈯ 販売価

採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関す

物館（豊橋公園内）
、とよはし物語館（市

格：1,100円
（普通チケット
「一般」
の当日券

るあらゆる局面で、障害者であることを理

役所東館13階）
、とよはし情報プラザ
（豊

は1,800円） 問い合わせ：あいちトリエン

由とした差別的取り扱いが禁止されます。

橋駅内）に設置のスタンプラリーシート

ナーレ実行委員会事務局（☎052・971・

また、障害者の募集・採用時や採用後の

を使って、全ての施設でスタンプを押し

6111）
、市役所文化課
（☎51・2875）

作業環境などに障害特性に応じた配慮
（合

て応募すると、毎月抽選で豊橋にちな

理的配慮）
の提供が義務づけられます。

んだ商品が当たります。

問い合わせ：商工業振興課
（☎51・2435）

問い合わせ：観光振興課（☎ 51・2430）
、

4月1日㈮から改正障害者
雇用促進法が施行されます

談

4月6日㈬～15日㈮は
「春の交通安全市民運動」実施期間
この時期は、新入学生や新社会人の不
慣れな交通環境での通学・通勤が始まり、

4月2日㈯～8日㈮は
発達障害啓発週間です

豊橋観光コンベンション協会（☎ 54・

国連の定めた「世界自閉症啓発デー」を

1484）

記念して、毎年4月2日は各地でシンポ

4月1日㈮～10日㈰は
「春の安全なまちづくり市民運動」実施期間

ジウムの開催やライト・イット・アップ・
ブルー（青い光でライトアップする活動）
が行われています。自閉症をはじめとし

募
集
情報あれこれ

交通事故の発生が心配されます。自転車

この時期は、新しい環境に慣れることに

た発達障害への理解や啓発につながるよ

乗用時には、車道左側通行の徹底やヘル

気をとられ、防犯対策がおろそかになり

う、発達障害啓発週間中にはライトアッ

メットの着用などの安全利用を図りましょう。

がちです。今一度、鍵かけなどの防犯

プまたは青色の飾り付けにご協力をお

■運動の基本

対策を徹底しましょう。窓ガラスを割っ

願いします。

◦子どもと高齢者を交通事故から守ろう

て民家や事務所に侵入するドロボー対

問い合わせ：NPO 法人アスぺ・エルデ

■運動の重点

策には、防犯フィルムや補助錠の利用

の 会（

◦自転車の安全利用を進めよう

がさらに効果的です。

達障害者地域自立支援の会グローアップ

◦後部座席を含めた全ての座席でシー

■重点目標

（☎75・1342

◦住宅を対象とした侵入盗を防止しま

（☎51・2347）

トベルトとチャイルドシートを正しく
着用しよう
◦飲酒運転を根絶しよう
問い合わせ：安全生活課
（☎51・2550）

平成28年度豊橋市消防団役員が
決まりました
団長：松下直弘 副団長：松井浩（第一
方面隊長）
、近藤賢一（第二方面隊長）
、

29

くろがねやぐら

吉田城鉄櫓の開放日変更および
スタンプラリーイベント開始のお知らせ

しょう
◦子どもと女性が被害者となりやすい犯
罪を防止しましょう

http://www.as-japan.jp/）
、発
46・0911）
、障害福祉課

三河港明海地区公有水面埋立
免許の願書を縦覧します

◦振り込め詐欺の被害を防止しましょう

縦覧期間：4月1日㈮～21日㈭
（土・日曜

問い合わせ：安全生活課
（☎51・2303）

日を除く）①午前8時45分～午後5時30

南稜交番
一時閉鎖のお知らせ

分②午前8時30分～午後5時15分 縦
覧場所：①愛知県港湾課（名古屋市中区
・愛知県三
三の丸 愛知県本庁舎 3 階）

加藤展山（第三方面隊長）
、朝倉稔（第

南稜交番（大清水町字大清水）は、建て

河港務所（神野ふ頭町）②豊橋市みなと

四方面隊長）
、神藤竜也（第五方面隊

替えのため 4月1日㈮から一時閉鎖しま

振興課（神野ふ頭町 ポートインフォメー

長）
、彦坂明可（第六方面隊長）
、高須

す。来年 3月予定の竣工までは、高師

ションセンター2階） 意見書の提出：縦

浩太郎（第七方面隊長）
、稲吉正和（第

交番（西高師町字大坪）を拠点として活

覧期間中に愛知県港湾課あてに意見書

八方面隊長）※敬称略 問い合わせ：消

動します。詳細はお問い合わせください。

を提出することができます 問い合わ

防本部総務課
（☎51・3111）

問い合わせ：豊橋警察署
（☎54・0110）

せ：愛知県港湾課
（☎052・954・6617）

