
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	 4/12㈭、5/10㈭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

詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋市民病院職員

■平成31年度新規採用
	職 種	 助産師、看護師
	試 験	 第1回（5/26㈯、6/2㈯）、第2回

（6/30㈯、7/7㈯）のいずれか
都合のよい回に作文、集団討
論、面接など

 申込み	 第1回は5/18㈮、第２回は6/22
㈮までに必要書類を市民病院
管理課（〒441-8570）

■平成30年度中途採用（通年募集）
 職 種	 助産師、看護師
	試 験	 随時、作文、面接、適性検査
	申込み	 随時、必要書類を市民病院管理課

［共通事項］
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
 その他	 募集要綱は市民病院管理課、

市役所じょうほうひろば、ホー
ムページほかで配布

 問合せ	 市民病院管理課（☎33・6277）
	 	 16485

ひとり親家庭などへ支給する
児童扶養手当額が改定されます

物価の上昇に伴い、平成30年4月分（8
月振り込み）から手当額（月額）が全部
支給の方は42,500（42,290）円、一部支
給の方は42,490～10,030（42,280～
9,980）円に増額になります。※（　）内
は平成30年3月分までの手当額
第二子・三子以降の加算額も増額とな
ります。金額の詳細はホームページを
ご覧ください。
問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 	 22786

4月2日㈪から保育士・保育所
支援窓口を開設します

保育士資格を有しながら働いていな
い方の再就職支援や、保育士に対する
相談支援を行います。
	と き	 月～金曜日
	ところ	 保育課
	問合せ	 保育士・保育所支援窓口（☎

51・2365）
	 	 37928

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	 4/25㈬13:00～15:30
	ところ	 大清水地域福祉センター
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加

の方
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 4/18㈬までに住所、氏名、電話

番号を豊橋市南部地域包括支
援センター（☎25・7100）

	 	 24204

電車・コミュニティバス・タクシー券など
の配布対象・開始日などが変わります

4月1日㈰から、高齢者・障害者向けの
電車・コミュニティバス・タクシー券の配
布、元気パスの購入助成の対象を①市
民税非課税世帯の70歳以上の方と②
障害者手帳所持者（未就学児などを除
く）に変更し、5月1日㈫以降に配布しま
す。内容など詳細は4月下旬までに対象
者あて通知します。5月中旬までに届か
ない場合は、お問い合わせください。
	問合せ	 ①長寿介護課（☎51・3134）

②障害福祉課（身体・知的担
当☎51・2345、精神担当☎51・
2312 56・5134）

	 	 ①52199②8023

後期高齢者医療制度
脳ドック等診査7割助成

市民病院（脳、肺）、成田記念病院（脳、
心臓）、弥生病院（脳）、権田脳神経外
科（脳）、福祉村病院（脳）、光生会病院
（脳）で受診のいずれか1つの費用の
7割を助成します。
	期 間	 6月～来年1月
	対 象	 4月1日現在、市内在住の愛知

県後期高齢者医療被保険者
で、前年度以前の保険料を完
納の方（前年度助成を受けた
方を除く）

	定 員	 160人（抽選。結果は5/1㈫以
降に郵送）　

	申込み	 4/13㈮（消印有効）までに、は
がき、または封書で被保険者
番号（8桁）、氏名、ふりがな、生
年月日、電話番号、住所を国保
年金課（〒440-8501住所不要
☎51・2298）

	 	 8047
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平成31年度採用
豊橋市職員（自己推薦）

	職 種	 ①事務職（一般・障害者）②技
術職（土木・建築・電気・機械）

	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な
ど各種手当を支給

	試 験	 個人面接、自己PRシート、基礎
能力検査など

	その他	 一次試験は東京会場でも受験
可。募集要綱などは人事課、市
役所じょうほうひろば、ホーム
ページで配布

	申込み	 4/25㈬（必着）までに必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2040）

	 	 8399

			　	　	

安全生活課
小椋　美臣

シティプロモーション事業
補助金の事業企画

	対 象	 法人格のある団体、任意団体
など（個人不可）が行う、市の
シティプロモーション活動に貢
献する新規事業または既存事
業の拡大部分

	補助額	 対象経費の3分の2または2分
の1以内（申請者により異な
る）、かつ20万円以下

	その他	 審査あり。資金面以外で支援
する認定事業は随時募集。募
集チラシなどはシティプロモー
ション課、首都圏活動センター
（東京都千代田区）、ホーム
ページなどで配布

 申込み	 5/18㈮（必着）までに直接また
は郵送で申請書をシティプロ
モーション課（〒440-8501住
所不要☎51・2179）

	 	 6436

平成30年度こども発達センター
非常勤嘱託員（臨床心理士）

相談業務、心理検査、心理面接などを
行います。
	任 期	 採用日～来年3月31日（週31

時間。勤務状況などにより更新
あり）

	対 象	 発達障害の子どもに関わる勤
務経験のある方

	報 酬	 月額281,600円
	試 験	 小論文、面接、適性検査
	その他 募集要綱は、こども発達セン

ター、ホームページで配布
	申込み	 4/27㈮までに直接または郵送

で必要書類を、こども発達セン
ター（〒441-8539中野町字中
原100☎39・9200）

	 	 51061

①登録手話通訳者
②登録要約筆記者

聴覚障害者の病院受診・学校行事・各
種手続きなどに同行し、円滑な意思疎
通を行います。
	対 象	 ①手話通訳士試験・手話通訳者

全国統一試験・あいち聴覚障害
者センター登録試験のいずれ
かに合格した方②要約筆記者
養成課程を修了した方※いず
れも他市で登録をしていない方

 定 員	 各若干名
 申込み	 随時、登録申請書、履歴書、

①は各種試験合格通知、②は
養成課程修了証（写し）を障害
福祉課（〒440-8501住所不要
☎51・2346）

	 	 54659

オープンガーデン豊橋の
オーナー

	対 象	 市内の自宅や店舗、事業所な
どで植物を育て飾っており、庭
の公開ができる方

	その他	 庭の写真を使用したパンフ
レットを作成し、希望者に配布

	申込み	 9/30㈰（必着）までに応募用
紙、植物を飾っている状態が分
かる写真2・3枚（返却不可。版
権は協会に帰属）を豊橋みど
りの協会（〒441-3147大岩町
字大穴1-238☎41・7400）※応
募用紙は各地区・校区市民館
で配布

自然史博物館ボランティア

■教育普及
特別企画展やガイドツアーなどでの解
説やイベントの補助を行います。
	対 象	 18歳以上の方
■資料整理
化石または図書分野で資料の作製・整
理・登録作業などの補助を行います。
	対 象	 18歳以上で、月2回以上活動で

きる方
［共通事項］
	定 員	 各若干名（選考）
	その他	 4/21㈯11:00～12:00に説明

会を開催
	申込み	 4/15㈰（必着）までに、はがき

で希望活動分野、住所、氏名、
年齢、電話番号を自然史博物
館（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）

私たちと次代の豊橋をつくりましょう！
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