
市民と創造する演劇 
リア王(仮) 出演者

	対 象	 高校生以上※演劇経験不問
	定 員	 30人程度（選考）　
	審 査	［一次］書類審査［二次］オー

ディション　
	その他	 審査日程など詳細はホーム

ページ参照
	申込み	 6/22㈮までに直接または郵送

で申込書を穂の国とよはし芸
術劇場（〒440-0887西小田原
町123☎39・3090）※申込書は
「文化のまち」づくり課、穂の
国とよはし芸術劇場、ホーム
ページほかで配布

二川宿本陣まつり 大名行列 
お姫様役（雅姫・琴姫）

11月4日㈰に開催予定の二川宿本陣
まつり	大名行列	などにお姫様役で参
加します。
	対 象	 市内在住・在学・在勤で18歳

以上の女性（高校生を除く）
	定 員	 2人（選考）	
	その他	 賞金各20万円あり
	申込み	 6/1㈮～7/4㈬（必着）に申込

書、上半身・全身の写真各1枚
（サービス判で最近6か月以
内に撮影し、1人で写っている
もの）を二川宿本陣まつり開催
実行委員会（二川宿本陣資料
館内〒441-3155二川町字中
町65☎41・8580）※申込書は
二川宿本陣資料館などで配布

二川宿本陣まつり 本陣句会 作品

本陣周辺で詠んだ自作・未発表の俳
句を前・後期に分けて募集します。
	とき	 ［前期］5/1㈫～9/30㈰［後期］

10/1㈪～来年2/28㈭
	その他	 特選（記念品）などあり
	申込み	 俳句（各期1人10句まで）を二

川宿本陣資料館（〒441-3155
二川町字中町65☎41・8580）
※投句用紙は二川宿本陣資料
館、美術博物館、ホームページ
ほかで配布

豊橋市男女共同参画審議会委員

男女共同参画の推進に必要な事項の
調査・審議を行います。
	任 期	 平成30年8月2日～平成32年8

月1日
	対 象	 市内在住・在学・在勤の18歳

以上で、年3回程度の審議会に
参加できる方

	定 員	 3人（選考）
 申込み	 6/25㈪までに800字程度の作文

「男女共同参画社会実現のた
めに私が考えること」、住所、氏
名、生年月日、年齢、性別、電話
番号を市民協働推進課（〒440-
8501	住所不要☎51・2188	
56・5128	 shiminkyodo@city.
toyohashi.lg.jp）

	 	 9475

市民プール監視員など

①場内監視、②入場券販売と場内清
掃を行います。
	とき	 6/24㈰～9/2㈰8:45～18:00
	対 象	 18～70歳の方(高校生不可)　
	賃 金	 ①日額8,160円②日額7,000円
	申込み	 事前に電話連絡の上、6/1㈮～

6/7㈭(6/4㈪を除く)に顔写真
貼付の履歴書を綜合運動場管
理事務所（☎56・6051）

	 	 56173

婚活サポーター

結婚を希望する方へ、市の結婚支援事
業に関する情報の提供、相談・助言を
通じたサポートを行います。
	任 期	 登録日から2年間　
	対 象	 ボランティアとして活動できる

東三河在住・在勤の20歳以上
の方

	定 員	 10人程度　
	その他	 7/5㈭に開催する婚活サポー

ター講習会の受講が必要
 申込み	 随時、申込書を、こども未来政

策課（☎51・2325）※申込書は
ホームページで配布

	 	 38906

詳細は募集要綱などをご覧ください。

資源をくらしに生かす
創意工夫展作品

身近な材料を利用し、暮らしに役立つ
作品、科学を楽しむ作品などを募集し
ます。
	対 象	 小学生以上　　
 その他	 優秀作品に賞状、賞品あり。

振動や音、揺れなどを利用し
た作品（ゆらゆらサイエンス
賞）も募集。作品は10/13㈯～
11/11㈰に地下資源館で展示

	申込み	 9/13㈭～9/21㈮に応募用紙
を貼付した作品（1人1点）を地
下資源館（☎41・2833）。市内
在学の小学生は各学校※応募
用紙はホームページで配布

平成31年度消防職員採用候補者

	職 種	 一般消防職、救急救命士　
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	［第１次］7/2㈪～7/20㈮の1日

に面接、7/22㈰に教養試験・
体力測定・適性検査［第2次］8
月下旬に面接など　

	その他	 募集要綱は各消防署、ホーム
ページなどで配布

	申込み	 6/14㈭（必着）までに必要書
類を消防本部総務課（☎51・
3105）

	 	 51648

民間保育所保育士および
認定こども園保育教諭

民間保育所39園、民間認定こども園
17園の保育士・保育教諭を募集しま
す。詳細は各法人（園）へお問い合わ
せいただくか、ホームページをご覧く
ださい。
	問合せ	 保育課（☎51・2309）
	 	 50343
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アカウミガメ実態調査員

上陸の足跡や産卵巣などを確認する
ため、表浜海岸を歩いて調査します。
	とき	 5～11月頃
	定 員	 若干名
	その他	 調査方法など詳細はお問い合

わせください
	申込先	 環境保全課（☎51・2386）
	 	 21443

災害時通訳ボランティア

災害時に避難所や相談窓口などで、災
害対応業務の通訳などを行います。
	対 象	 18歳以上で日常会話程度の

外国語通訳（簡単な翻訳を含
む）ができる方、または「やさし
い日本語」を使った外国人支
援に興味がある方

	その他	 謝礼、交通費の支給なし。7月
中旬に豊橋市国際交流協会
で新規登録者説明会を実施

	申込み	 6/30㈯までに登録用紙を豊橋
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）※登録用紙は
豊橋市国際交流協会、ホーム
ページで配布

愛市憲章フォト＆メッセージ
コンテスト作品

愛市憲章5項目に関する写真とメッ
セージを募集します。
	その他	 最優秀賞（図書カード1万円）

などあり
 申込み	 8/15㈬16:00までに昨年6/1

㈮以降に市内で撮影した未
発表の写真（2Lサイズ）とメッ
セージ（50～100字）、応募
用紙を愛市憲章推進協議会
（〒440-0806八町通二丁目
16☎56・1128）、生涯学習課
※応募用紙は生涯学習課、各
地区市民館、ホームページな
どで配布

	問合せ	 愛市憲章推進協議会、生涯学
習課（☎51・2846）

	 	 8901

香港とシンガポールで
加工食品の販売に挑戦する企業

海外への販売拡大を目指し、市が現地
小売店に設置する豊橋コーナーでトラ
イアル販売します。
	対 象	 次のいずれかに該当する加工

食品を取り扱う企業①市内事
業者が製造または販売し豊橋
市の住所が記載②原材料また
は商品名に「豊橋」の表記

	申込み	 月～金曜日9:00～17:00に㈱
ジェイアンドシー（☎43・5555）、
産業政策課（☎51・2640）

	 	 51112

高校生技術アイデア賞
応募作品

個人・グループ・クラブなどで考えた作
品またはアイデアを募集します。
	対 象	 東三河地域に在住・在学の高

校生	
	部 門	 ①作品②アイデア
 その他	 書類・プレゼンテーション審査

（②は書類審査のみ）あり。最
優秀賞（賞状、賞金①10万円
②3万円）などあり

	申込み	 9/14㈮までに応募用紙を商工
業振興課（〒440-8501住所不
要☎51・2437）※応募用紙は
ホームページで配布

	 	 9148

昨年度	作品部門最優秀賞「はがせるノン」

市議会役員が決まりました

議長は藤原孝夫、副議長は伊藤篤哉、
監査委員は市原享吾、松崎正尚に決ま
りました。
 問合せ	 議会事務局庶務課（☎51・

2910）
	 	 9863

獣害防止用電気柵に
ご注意ください

獣害防止用電気柵が農地に設置され
ている場合があります。事故防止のた
め、みだりに近づかないでください。
 問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 	 56069

移動式赤ちゃんの駅を貸し出します

	とき	 イベント実施期間に前後1日を
加えた期間　

	対 象	 市内で乳幼児を連れた保護者
が参加できるイベント（特定の政
治、思想、宗教、営利を目的とす
るものを除く）を主催する団体

	貸出品	 テント1張、おむつ交換台1台、
椅子2脚

	申込み	 随時、申込書を、こども未来政
策課（☎51・2325）※申込書は
ホームページで配布

	 	 28950
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