
母子父子寡婦福祉資金の
貸し付けを行っています

母子家庭・父子家庭、寡婦に、福祉資
金の貸し付けを行っています。児童の
大学進学などで必要な資金、就学す
るために必要な入学金や被服代など
に充てる資金など、12資金あります。な
お、原則、連帯保証人が必要で、審査
があります。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 	 22792

軽自動車税のグリーン化特例（軽課）を
2年間延長します

平成29年度の税制改正に伴い、排出
ガス性能、燃費性能の優れた環境負荷
の小さい軽四輪車などに適用されるグ
リーン化特例（軽課）について、適用基
準を厳しくしたうえで2年間延長します。
詳細はホームページをご覧ください。
	問合せ	 資産税課（☎51・2210）
	 	 20696

市民病院リウマチ講演会
および療養相談

関節リウマチの講義や特別講演など
を行います。
	と き	 10/13㈮13:00～16:20
	講 師	 花林雅裕さん（一宮市民病院整

形外科医長兼リウマチ科医長）
	問合せ	 市民病院リウマチ科（☎33・

6111）

おたまじゃくしの会

お互いの悩みを話し合い、情報交換を
します。
	と き	 11/9㈭、12/14㈭、来年1/11㈭

13:30～15:00
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族
	申込先	 健康増進課（☎39・9145）
	 	 6779

かかりつけ医普及啓発講習会
在宅医療おたすけ市民公開講座

	と き	 11/11㈯15:00～17:00
	ところ	 豊橋商工会議所
	テーマ	 今夜から安心して眠れる方法

伝授　在宅介護に活かす睡眠
知識と認知症予防

	講 師	 宮崎総一郎さん（中部大学特
任教授）

	定 員	 120人（先着順）
	問合せ	 豊橋市医師会事務局（☎45・

4911）、健康政策課（☎39・
9116）

	 	 52215

避難行動要支援者支援事業

災害時の避難にあたり、特に支援が必
要な方（要支援者）の台帳登録を進め、
地域と連携した支援体制を整備します。
	対 象	 災害時の避難にあたり家族な

どの協力が得られない次のい
ずれかに該当する方①要支
援・要介護認定を受けている②
身体障害者・療育・精神障害者
保健福祉手帳を所持している
③障害支援区分認定を受けて
いる④障害者総合支援法にお
ける難病患者など⑤①～④に
は該当しないが類似した状況
にある

	その他	 登録した個人情報は、民生委
員、自主防災会へ提供

 申込み	 直接または電話で福祉政策課
（☎51・2363）

	 	 6519

若者就職サポート塾　in　豊橋

職業適性診断、ハローワーク豊橋によ
る相談会などを行います。
	と き	 10/4㈬10:00～16:00
	ところ	 ホテルアソシア豊橋
	対 象	 おおむね45歳未満の若年求

職者、家族
	その他	 来年3月卒業予定の大学生、短

大生などを対象とした合同企
業説明会を同時開催

	問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 	 19300

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、講師から
アドバイスを受けます。
	と き	 ①10/26㈭②12/7㈭13:00～

15:30
	ところ	 ①アイプラザ豊橋②つつじが

丘地域福祉センター
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加者
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
	定 員	 各10人（申込順）
	申込み	 住所、氏名、電話番号を①は

10/19㈭までに豊橋市南部地
域包括支援センター（☎25・
7100）、②は11/30㈭までに豊
橋市東部地域包括支援セン
ター（☎64・6666）

	 	 24204

28



緑のアダプト制度登録者

公園や街路樹のある市道や周辺の清
掃など（年1回以上）を行うボランティア
を募集します。
	対 象	 現在、清掃ボランティアをして

いる、または、これから取り組
みを考えている個人・事業者・
市民団体

	その他	 登録者に、ごみステーションに
出せるごみ袋など、活動に必要
な物品の支給や道具を貸与。
詳細はホームページ参照

	申込み	 随時、公園緑地課（☎51・2654）
	 	 37805

商工業従業員永年勤続者

市内で永年勤続された商工業従業員
を褒
ほうしょう
賞します。

	対 象	 11/1㈬現在、次の全てに該当
する見込みの方①市内の事業
所の従業員（役員を除く）②同
一または系列の事業所（社名・
組織変更などは同一の事業
所）に、通算20年以上勤務（本
社または本店が市外の事業所
は市外で勤務した期間を除く）
③精励にして他の模範となる
④常勤

	定 員	 同一事業所内で10人以内
	申込み	 10/20㈮までに直接または郵

送で調査書と添付書類を商工
業振興課（〒440-8501住所不
要☎51・2426）※調査書は商
工業振興課、ホームページで
配布

	 	 20575

豊橋市民展作品

日本画、洋画、彫刻、デザイン、写真、書
道作品を募集します。
	対 象	 東三河に在住・在学・在勤で

15歳以上の方（豊橋美術展委
嘱作家、中学生を除く）

	その他	 搬入日は11/25㈯、11/26㈰
9:00～17:00。出品規定など詳
細は美術博物館で配布の公募
要項またはホームページ参照

	問合せ	 美術博物館（☎51・2882）

市長と女性の懇談会の参加者

女性ならではの視点で、市長を交えて
市政について話し合います。
	と き	 11/29㈬15:00～17:00
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	対 象	 市内在住で18歳以上の女性
	テーマ	 豊橋市のごみ環境問題につい

て　ごみ減量に向けての取り組
みと課題

	定 員	 2人（抽選。初回優先）※豊橋
女性団体連絡会会員も参加

	申込み	 10/20㈮までに郵送、ファッ
クスまたはEメールで住所、
氏名、年齢、電話番号、テー
マについての意見を広報広
聴課（〒440-8501住所不
要☎51・2166 56・5711
kohokocho@city.toyohashi.
lg.jp）

	 	 17535

ひとり親家庭のための
就業支援講習会

■ガイドヘルパー研修
	と き	 来年1/13～2/24の土曜日（全

7回）
	ところ	 未来ケアカレッジ名古屋駅前校

（名古屋市中村区）
	料 金	 2,592円
■パソコン講習　お仕事応用
	と き	 来年2/3～3/3の土曜日（全5

回）
	ところ	 中部コンピュータ・パティシエ・

保育専門学校
	料 金	 867円

［共通事項］
	対 象	 ひとり親家庭の親や寡婦など
	定 員	 各20人（抽選）
 申込み	 10/27㈮～11/17㈮に直接、こ

ども家庭課（☎51・2320）
	 	 22797

詳細は募集要綱などをご覧ください。

認定こども園・保育園で勤務する
保育教諭、保育士、調理員

保育課で登録後、求人内容に応じて各
園へ紹介します。
	持ち物	 保育士証などの写し（調理員は

無資格でも可）、顔写真、印鑑
	その他	 短時間の勤務可。詳細はホー

ムページ参照
	問合せ	 保育課（☎51・2324）
	 	 37928
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