
市営住宅の入居者（3月分）

	入居日	 5/1㈫
	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	 選考方法はポイント制
	申込み	 3/1㈭～3/9㈮（土・日曜日を

除く）に申込書などを豊橋市
営住宅管理センター（☎57・
1006）※案内書、申込書は3/1
㈭から豊橋市営住宅管理セン
ター、住宅課で配布

	 	 14208

総合老人ホーム臨時職員

事前登録者は介護・養護職員が病気
休暇や産前・産後休暇、育児休業など
を取得した場合に必要に応じて条件に
合った方を採用します。
	申込み	 随時、直接、顔写真貼付の履歴書

を総合老人ホーム（☎61・2013）
	 	 53941

自動販売機（飲料）設置場所の
貸付入札参加者

	と き	 3/28㈬11:00
	ところ	 市役所教育部会議室
	その他	 貸付期間は平成30年5月1日～

平成33年3月31日。設置場所
は高根小学校。光熱水費は別
途実費負担。申込資格、条件
など詳細は入札説明書など
参照

	申込み	 3/12㈪～3/19㈪に申込書、必
要書類を教育政策課（☎51・
2806）※入札説明書、申込書な
どは教育政策課、ホームページ
で配布

	 	 53851

平成30年度就学援助制度の
申請を受け付けます

市立小・中学校への就学にあたり、認
定基準にあてはまる方を対象に給食・
学用品費などを援助します。
	と き	 ①3/2㈮～3/9㈮8:30～17:00

（3/3㈯、3/4㈰は9 : 0 0～
12:00）②3/12㈪以降

	ところ	 ①市役所講堂②学校教育課
	持ち物	 印鑑、振込先の預金通帳（保

護者名義）、平成29年1月1日
時点で豊橋市に住民登録がな
い方は世帯全員の平成29年度
（28年）分の所得証明書

	問合せ	 学校教育課（☎51・2825）
	 	 21988

詳細は募集要綱などをご覧ください。

ほの国東三河応援倶楽部　会員

首都圏に住む東三河地域にゆかりのあ
る方で構成する「ほの国東三河応援倶楽
部」に入会すると、首都圏で行う東三河
の物産展などの情報をメールで受け取
れるほか、交流会（有料）に参加できます。
	申込み	 随時、申込書を首都圏活動セ

ンター（☎03・5210・1484
03・5210・1486）※申込書は
ホームページで配布。ホーム
ページからも申し込み可

	 	 9986

平成30年度　文化財サポーター

城の調査補助や歴史体験講座などを
サポートします。
	任 期	 4月下旬～来年3月31日
	対 象	 所定の研修と年3回以上の活

動に参加できる高校生以上
	定 員	 10人程度（選考）　
	申込み	 3/30㈮（必着）までに直接また

は郵送で申込書を文化財セン
ター（〒440-0897松葉町三丁
目1☎56・6060）※申込書は
文化財センター、各窓口セン
ター、美術博物館ホームページ
などで配布

①助産師②看護師の修学資金を
無利息で貸与します

	対 象	 ①助産師養成施設（助産学校な
ど）、②看護師養成施設（看護専門
学校、看護大学など）に在学し、卒
業後に市民病院へ勤務する学生

	金 額	 ①月額10万円（総額120万円）
以内②授業料の年額（上限48
万円）を12で除した額

	その他	 卒業後、市民病院で①は貸与
期間の3倍に相当する期間（上
限3年）、②は貸与期間と同じ
期間を勤務した場合は、修学
資金の返還を免除

	問合せ	 市民病院管理課（☎33・6277）

認知症家族介護者交流会

	と き	 ①4/7㈯、5/12㈯13:30～16:00
②4/10㈫、5/8㈫13:30～15:30
③4/11㈬、5/9㈬10:00～12:00
④4/12㈭、5/10㈭10:00～12:00

 ところ	 ①豊橋商工会議所②あいトピ
ア③つつじが丘地域福祉セン
ター④保健所・保健センター

	料 金	 ①各500円④各100円
	申込み	 ①は（公社）認知症の人と家族

の会（☎0562・33・7048）。②
は中央（☎54・7170）、③は東部
（☎64・6666）、④は南部（☎
25・7100）の各地域包括支援セ
ンター

	問合せ	 各申込先、長寿介護課（☎51・
2338）

	 	 24204
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重大な消防法令違反対象物を
公表する制度を開始します

4月1日㈰から、建物の利用者が安心し
て建物を利用できるよう、重大な消防
法令違反情報をホームページなどへ公
表します。
	対 象	 飲食店・百貨店・スーパーなど

の不特定多数の方が利用する
建物、病院・社会福祉施設・幼
稚園など一人での避難が困難
な方が利用する建物

 問合せ	 予防課（☎51・3115）
	 	 50275

オープンガーデン豊橋の
パンフレットを配布します

オープンガーデン豊橋に登録した庭の
パンフレットを配布します。
	と き	 3/15㈭
	ところ	 豊橋みどりの協会、各地区・校

区市民館
	部 数	 2,000部（1家族1部）
	その他	 郵送を希望する場合は住所、

氏名、返信用切手120円分を
豊橋みどりの協会（〒441-
3147大岩町字大穴1-238）

	問合せ	 豊橋みどりの協会（☎41・7400）

蛍光灯のPCB調査に
ご協力ください

PCBは古い蛍光灯の安定器などに使
われる有害な絶縁油で、平成33年3月
31日までに所有者が処理する義務が
あります。昭和52年3月以前に建築さ
れた事業用建屋をお持ちの場合、蛍
光灯の安定器などにPCBが含まれて
いる可能性があります。調査は電気工
事士などに依頼することで確認できま
すので、ご協力ください。
なお、期間内に未処理の場合は、行政
処分の対象になることもあります。心当
たりがある方は、お問い合せください。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2407）
	 	 15922

高校生海外派遣事業の参加者

トリード・インターナショナルユースアカデ
ミー2018へ参加する高校生を募集します。
	と き	 7/22㈰～8/5㈰（予定）
	ところ	 アメリカ・オハイオ州トリード市
	対 象	 市内在住の高校1・2年生など
	定 員	 6人（選考）
	料 金	 23万円程度（旅費、授業料など

の2分の1）
その他	 3/28㈬に面接の審査あり
	申込み	 3/16㈮（必着）までに申込書、

作文、在学証明書を豊橋市国
際交流協会（〒440-0888駅前
大通二丁目33-1開発ビル3階
☎55・3671）※申込書は東三
河の各高等学校、多文化共生・
国際課、ホームページで配布

	 	 51026

とよはしアートフェスティバル
大道芸　in　とよはし　ボランティア

事前準備や当日の運営を行います。
	と き	 5/4㈷、5/5㈷10:00～18:00
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」、豊橋駅周辺ほか
	対 象	 18歳以上で、事前説明会（4/20

㈮、4/21㈯のいずれか）に参加
できる方

	申込み	 4/9㈪までに申込書を穂の国とよ
はし芸術劇場（〒440-0887西小
田原町123）※申込書は穂の国と
よはし芸術劇場、「文化のまち」づ
くり課、ホームページなどで配布

	問合せ	 プラットチケットセンター（☎
39・3090）

美術博物館展示室の利用者

	対 象	 10月～来年3月に絵画、写真、書
などの作品発表を希望する方

	その他	 4/22㈰10:00に抽選で決定。
企画展などで利用できない期
間あり

	申込み	 4/1㈰～4/10㈫に申込書を美
術博物館（☎51・2882）※申
込書は3/15㈭から美術博物館
（月曜日休館）、ホームページ
で配布

市民意見提出制度
パブリックコメント

①豊橋市屋外広告物条例
②豊橋市立地適正化計画
	と き	 3/30㈮まで
	その他	 計画は各問合先、各窓口セン

ター、ホームページほかで閲覧可
	問合せ	 都市計画課（☎51・2615）
	 	 ①54305②54062

視聴覚教育センター・地下資源館
新規サイエンス・ボランティア

工作や星空観望会の補助などを行います。
	対 象	 高校生以上
	定 員	 若干名
	その他	 報償費、交通費、食事代など

の支給なし。4/22㈰13:30～
15:00に説明会を開催

	申込み	 4/6㈮（必着）までに、はがきで
希望の活動内容、住所、氏名、
年齢、電話番号を視聴覚教育
センター（〒441-3147大岩町
字火打坂19-16☎41・3330）

花交流フェア出展作品

①オリジナルの花壇や自慢の鉢花
	規 格	 花壇規模は4～8㎡。プラン

ターや植木鉢一鉢の出品も可
	その他	 個人、グループの花壇展示は

希望により運搬の手伝いあり
②寄せ植えコンテスト
	規 格	 作品の直径が70㎝以内で移動

可能な寄せ植え（造花は不可）
	点 数	 60点（1人2点まで※応募多数

の場合は1人1点）
［共通事項］
	と き	 5/3㈷～5/5㈷10:00～16:00
	ところ	 豊橋公園
	申込先	 ①は3/31㈯、②は4/10㈫までに

豊橋みどりの協会（☎41・7400）
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