
詳細は募集要綱などをご覧ください。

市営住宅の入居者（5月分）

	入居日	 7/1㈰
	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	 5/1㈫～5/11㈮（土・日曜日、

祝日を除く）に申込書などを
豊橋市営住宅管理センター
（☎57・1006）※申込書など
は5/1㈫から豊橋市営住宅管
理センター、住宅課で配布

	 	 14208

外国人児童サマースクール
ボランティア

外国人児童の宿題の支援、日本語学
習の指導などを行います。
	と き	 夏休み期間中の5～10日間程

度（1日2時間程度）
	ところ	 岩田・汐田・中野・岩西・飯村・

栄・石巻・二川・鷹丘小学校
	対 象	 高校生以上
 その他	 各校区の開催日など詳細は豊

橋市国際交流協会ホームペー
ジ参照

 申込み	 6/15㈮までに豊橋市国際交
流協会（☎55・3671 tia@tia.
aichi.jp）

ひとり親家庭の親などのための
就業支援講習会

パソコンの使い方（初級）を学びます。
	と き	 6/30～10/13の土曜日（8/11

を除く。全15回）10:00～15:40
	ところ	 ヒューマンアカデミー名古屋

名駅校（名古屋市中村区）
	対 象	 ひとり親家庭の親や寡婦など
	定 員	 20人（抽選）
	料 金	 2,736円
	その他	 6か月～10歳未満児の託児

（予約制）あり
	申込み	 5/7㈪～5/28㈪に直接、こども

家庭課（☎51・2320）
	 	 22797

認知症家族介護者交流会

	と き	 ①6/2㈯、7/7㈯13:30～16:00
②6/12㈫、7/10㈫13:30～15:30
③6/13㈬、7/11㈬10:00～12:00
④6/14㈭、7/12㈭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②③無料④各100円
	申込み	 随時、①は（公社）認知症の

人と家族の会愛知県支部（☎
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

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	 ①5/18㈮②6/20㈬10:00～

16:00
	ところ	 ①ロワジールホテル豊橋②ホ

テルアソシア豊橋
	対 象	 おおむね45歳未満の求職者、

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

児童扶養手当などの
手続きはお済みですか

18歳到達年度終了前の児童を育てて
いる、ひとり親または養育者は、児童扶
養手当・愛知県遺児手当・豊橋市母子
父子福祉手当を受けられる場合があり
ます。手当を受けるためには、支給要件
を確認するための面接、所得審査（制
限額あり）、各種書類の提出が必要とな
ります。詳細は、お問い合わせください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2321）
	 	 22786

豊橋市CKD市民公開講座

CKD（慢性腎臓病）の原因と予防につ
いて学びます。
	と き	 5/13㈰14:00～16:15
	ところ	 公会堂
	講 師	 山川大志（市民病院腎臓内科）

ほか
	その他	 講座終了後、個別相談コー

ナーあり
	問合せ	 市民病院腎臓内科（☎33・6111）
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こども保健ボランティア

赤ちゃんふれあい体験（小・中学生の
体験学習）での乳児の見守りや保護者
の手助けなどをします。
	ところ	 市内の小・中学校　
	対 象	 子育て経験のある20歳以上の方
	その他	 こども保健ボランティア登録、

オリエンテーションの受講が
必要

	問合せ	 随時、こども保健課（☎39・
9160）

	 	 56114

豊橋男女共生フェスティバル
実行委員会の参加団体

12月16日㈰に行う男女共生フェスティ
バルで、イベント運営や団体・グループ
の活動発表などを行います。
	対 象	 主に市内で活動する団体・グ

ループ
	その他	 昨年度のようすはホームペー

ジで閲覧可
	申込み	 5/31㈭までに市民協働推進課

（☎51・2188）
	 	 15605

平成30年度豊橋市非常勤嘱託員
障害者業務支援

市役所内「庁内障害者ワークステー
ションわくわく」で障害者の就労支援
などを行います。
	任 期	 7月1日～来年3月31日（週31

時間。勤務状況などにより更新
あり）

	報 酬	 221,600円
	試 験	 小論文、面接、適性検査
	その他	 募集要綱は人事課、市役所じょ

うほうひろば、ホームページで
配布

	申込み	 5/17㈭（必着）までに直接ま
たは郵送で必要書類を人事課
（〒440-8501住所不要☎51・
2041）

	 	 8399

イルミネーション装飾
委託業務実施者

イルミネーションのデザインの提案、装
飾・管理などを行います。
	と き	 11月下旬～来年2月中旬
	ところ	 豊橋駅東口駅前広場サークル

プラザ周辺
	その他	 選定方法は公募型プロポー

ザル方式。募集要綱は5/1㈫
から、まちなか活性課、ホーム
ページで配布

	申込み	 5/1㈫～6/1㈮（必着）に申込
書などを、まちなか活性課（☎
55・8101）

	 	 34220

豊橋文化祭協賛行事

	対 象	 東三河で結成された文化団
体・企業が9/29㈯～11/30㈮
に市内で実施する文化事業
で、収益を目的としないもの

	その他	 行事経費は実施団体が負担。
協賛特典として実施団体が発
行するポスターなどに「豊橋文
化祭協賛行事」と表示可。（公
財）豊橋文化振興財団の指定
管理文化施設（穂の国とよはし
芸術劇場を除く）で実施する場
合、期間中1団体1行事に限り
利用料金を免除

	申込み	 6/15㈮までに申込書を（公財）
豊橋文化振興財団（〒440-
0887西小田原町123	☎39・
5211 55・8192）※申込書は
穂の国とよはし芸術劇場、市民
文化会館ほかで配布

豊橋けいりんファンクラブ会員

選手との交流イベントへの参加やオ
リジナルQUOカード500円分・干支金
杯・競輪カレンダーのプレゼントなどの
特典があります。
	料 金	 年額3,000円
	申込み	 随時、豊橋競輪場（☎61・3136）

こども未来館ボランティア

子育てプラザや、ここにこサークルで
の子どもの見守りなどを行います。
■ボランティア説明会
	と き	 5/28㈪10:30～11:30

［共通事項］
	対 象	 高校生以上
	申込み	 随時、こども未来館（☎51・

5528）

豊橋いきいき健康マップ
（ウォーキングマップ）作成者

ウォーキングコースの選定・下見、マッ
プの作成・活用方法の検討などを行い
ます。
	対 象	 グループ・団体
	定 員	 2グループ（抽選）
	申込み	 5/31㈭までに代表者の住所・

氏名・電話番号を健康増進課
（☎39・9140）

■豊橋いきいき健康マップを
展示します
	と き	 5/7㈪～5/18㈮（最終日は

13:00まで）
	ところ	 市役所市民ギャラリー
	その他	 マップの配布あり（数に限りあり）

［共通事項］
	問合せ	 健康増進課（☎39・9140）
	 	 55056

マップの一例
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