
豊橋市民お月見会
川柳・俳句・短歌作品

月をテーマにした川柳・俳句・短歌を
募集します。
	対 象	 小学生以上
 その他	 10/4㈬17:00～20:00に三の

丸会館で「豊橋市民お月見会」
を開催

 申込み	 10/10㈫（必着）までに所定の
投稿票で三の丸会館設置の投
稿箱に投稿、または、はがきで
三の丸会館（〒440-0801今橋
町3-1☎56・6022）※投稿票は
三の丸会館、穂の国とよはし芸
術劇場などで配布

	 	 51508

豊橋市子育て応援企業

市民や従業員に対する子育て支援の
取り組みを積極的に進めている企業
を認定します。
	対 象	 市内に事業所がある企業、個

人商店、法人格を有する団体
など

	その他	 認定条件など詳細はホーム
ページ参照。優れた取り組みを
している企業に表彰あり

	申込み	 10/31㈫までに申請書を、こど
も未来政策課（☎51・2325）
※申請書はホームページで配布	

	 	 44980

向山マップ掲載情報

向山校区のおすすめの場所を紹介す
る向山マップに掲載する情報を募集し
ます。
	申込み	 9/30㈯までに直接、向山図書館

（☎62・2944）
	 	 51168

豊橋市友好親善市民訪問団の
参加者

友好都市提携30周年を迎える南通市
での記念イベントへの参加のほか、上
海市を訪問します。
	と き	 11/21㈫～11/25㈯※4泊5日
	定 員	 20人
	その他	 料金などの詳細はホームペー

ジをご覧いただくか、お問い
合わせください

	問合せ	 豊橋市国際交流協会（☎55・
3671）

	 	 32870

市営住宅の入居者（9月分）

	入居日	 11/1㈬
	対 象	 原則、次の全てを満たす方①市

内在住・在勤②持家がなく住宅
に困っている③収入基準以下
④暴力団員でない⑤市営住宅
に係る未納の家賃などがない

	その他	 選考方法は公開抽選
	申込み	 9/1㈮～9/12㈫（土・日曜日、祝

日を除く）に直接、豊橋市営住
宅管理センター（☎57・1006）
※案内書、申込用紙は9/1㈮か
ら豊橋市営住宅管理センター、
住宅課で配布

	 	 14208

12月診療分から精神障害者医療費の
助成を拡大します

精神障害者医療費の入院医療費の助
成対象を「精神科のみ」から「全診療科
目」に拡大します。対象者には、新しい
受給者証を11月下旬に郵送します。
	対 象	 精神障害者保健福祉手帳1・2

級を所持する65歳未満の方
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2312 56・

5134）
	 	 6629

詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋男女共生フェスティバル
手作りバザー参加団体

	と き	 来年1/28㈰10:30～13:30
	ところ	 ライフポートとよはし
	対 象	 手作り品などを作っているグ

ループ、起業を目指している女
性グループなど

	定 員	 3団体程度（申込順）
	出店料	 無料
	申込み	 9/29㈮までに市民協働推進課

（☎51・2188）
	 	 51440

市立看護専門学校学生

①看護第1科
	試験日	 来年2/7㈬に学科、2/8㈭に面接
	②看護第2科
	試験日	 来年1/31㈬に学科、2/1㈭に

面接
	［共通事項］
	定 員	 各40人
	受験料	 各10,000円
	その他	 ①は来年1/4㈭～1/24㈬、②は

1/4㈭～1/17㈬（各必着）に願書
を受け付け。出願書類の請求な
ど詳細はお問い合わせください

 問合せ	 市立看護専門学校（☎33・
7891）

	 	 8841
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東三河都市計画道路に関する縦覧

都市計画道路野田菰口線の廃止案に
関する図書について閲覧できます。
	と き	 9/7㈭～9/22㈮
	ところ	 都市計画課
	その他	 ホームページでも閲覧可。市内

在住の方、利害関係のある方
は、期間中に意見提出可

	問合せ	 都市計画課（☎51・2622）
	 	 45169

ベルマーク日本一！プロジェクト
目指せ1,000万ポイント

市では、昨年4月から小・中学校などで
のベルマーク運動を支援しています。6
月末現在104万3,158ポイント集まりま
した。校区市民館などに、「ベルマーク
回収箱」を設置していますので、家庭な
どで集めたベルマークを持ち寄り、運
動にご協力ください。市民の方や企業
から届いたベルマークは、学校の備品
や教材を購入するなど、小・中学校の児
童・生徒のために役立てます。
	その他	 随時、応援企業を募集。詳細は

ホームページ参照
	問合せ	 教育政策課（☎51・2805）
	 	 40141

豊橋まつりでのベルマークブースのようす

就業構造基本調査にご協力ください

就業構造の基礎資料とするため、就業
の状態を調査します。
	対 象	 総務大臣により指定された地

域に居住する一部世帯
	その他	 9月上旬に調査員が対象地域

を訪問し、概要説明および事
前調査を実施。詳細はホーム
ページ参照

 問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 	 51130

くすのき特別支援学校内
自動販売機（飲料）の運営入札参加者

	と き	 9/26㈫10:00
	ところ	 市役所教育部会議室
	その他	 貸付期間などは仕様書を参

照。光熱水費は別途実費負担
	申込み	 9/15㈮～	9/22㈮に申込書、

必要書類を教育政策課※申込
書・仕様書などは教育政策課、
ホームページで配布

	問合せ	 教育政策課（☎51・2806）
	 	 51618

平成30年度豊橋市職員

	職 種	 事務職・技術職（土木・電気・機
械）（職務経験者対象）、事務職
（国際貢献活動経験者対象）、
事務職（法科大学院修了者対
象）

	定 員	 各若干名
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	申込み	 9/29㈮（必着）までに直接また

は郵送で申込書など必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2040）※申込書は市
役所人事課・じょうほうひろば、
ホームページなどで配布

	 	 8399

10月1日㈰から豊鉄バス
「飯村岩崎線」の路線を変更します

豊橋駅前から赤岩口・多米峠方面へ
運行している豊鉄バス「飯村岩崎線」
の多米峠系統を変更します。運行ダイ
ヤなど詳細は豊鉄バスホームページを
ご覧ください。
	問合せ	 豊鉄バス（☎44・8414）、都市

交通課（☎51・2620）

特認校制度による転入学希望者

地域密着の伝統行事体験など特色ある
教育を行っている、下条・賀茂・嵩山小
学校への転入学希望者を募集します。
	対 象	 次のすべてに該当する方①1

年以上通学する②保護者の責
任のもとで登下校できる③学
校の教育方針に賛同できる

	その他	 希望校での面談が必要。結果
により許可できない場合あり

	申込み	 事前に希望校の見学をし、
10/31㈫までに学校教育課（東
館11階☎51・2817）

	問合せ	 学校教育課※制度については
教育政策課（☎51・2819）

	 	 8963

一箱古本市の出店者

豊橋まちなか歩行者天国内で、古本を
みかん箱サイズの箱に入れて販売する
「一箱古本市」の店主を募集します。
	と き	 10/29㈰11:00～16:00
	定 員	 20組程度（申込順）
	その他	 販売品は7割程度が本であれ

ば、雑貨なども出品可
	申込み	 10/13㈮までに申込書を、ま

ちなか図書館整備推進室（☎
55・8102 55・8100）※ホーム
ページからも申し込み可。申込
書はホームページ、市役所じょ
うほうひろば、中央図書館など
で配布

	 	 51515
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