
ええじゃないか豊橋音祭り出演者

	とき	 11/11㈰
	ところ	 豊橋駅前複数会場、豊橋駅南

口駅前広場ほか
	申込み	 7/31㈫までに申込書をエフ

エム豊橋	ええじゃないか豊橋
音祭り係（〒440-0873小畷町
596☎75・0840	 75・0841）
※申込書は市役所じょうほう
ひろば、まちなか活性課、ホー
ムページで配布

	問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 57193

防衛大学など学生、
陸海空 男・女自衛官

	職 種	 防衛大学校学生、防衛医科大
学校医学科・看護科学生、航空
学生、一般曹候補生、自衛官
候補生ほか

	対 象	 来年3月卒業予定の高校生を
含む18歳以上の方

	その他	 一般曹・自衛官候補生は7～9
月に入隊あり。随時、相談を受
け付け。試験制度説明会など
詳細はお問い合わせください

	問合せ	 自衛隊豊橋地域事務所（☎80・
5104）、行政課（☎51・2028）

	 		 57154

豊橋市民病院 夏休み期間中の
看護学生アルバイト

配膳や環境配備、患者の移動介助など
を行います。
	とき	 7/1㈰～9/30㈰8:30～16:15、

11:15～19:00※いずれか選択可
	対 象	 2週間以上働ける看護学生
	報 酬	 時給930円
	その他	 就労期間は相談可
	申込み	 随時、直接または郵送で市販

の履歴書（顔写真貼付）を市民
病院管理課（〒441-8570青竹
町字八間西50☎33・6277）

	 		 16485

子育て支援 とよはしファミリー・
サポート・センター会員

①援助会員（援助のできる方）が②依
頼会員（子育ての援助を受けたい方）
の育児をサポートします。
	対 象	 ①市内在住で保育所などの送

迎や自宅で子どもの預かりが
できる方②市内在住・在学・在
勤の方

	その他	 登録後、7/28㈯13:00～16:30
に、あいトピアで講習あり（予
約制）。②は活動終了時に①へ
報酬の支払いあり（多子世帯、
ひとり親世帯などは補助あり）

	問合せ	 とよはしファミリー・サポート・
センター（☎56・7500）

	 		 29487

まちなかピクニック出店者

地元食材を使った食品や雑貨を販売
します。
	とき	 10/14㈰11:00～15:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	定 員	 20店程度（選考）
	出店料	 無料
	申込み	 7/31㈫までに申込書を、まち

なか活性課（☎55・8101	
55・8100	 machinaka@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は
市役所じょうほうひろば、まち
なか活性課、ホームページで
配布

	 		 57217

豊橋市こども保健ボランティア

乳幼児健康診査などで母親の手助
け、同伴の兄弟の見守りの支援などを
します。
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 子育て経験のある20歳以上の方
	その他	 7/24㈫9:30から講習会を開

催。随時、見学可
	申込み	 7/23㈪17:00までに、こども保

健課（☎39・9160）
	 		 49826

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成31年度採用豊橋市職員
（労務職員）

	職 種	 その他労務職
	定 員	 10人程度
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	 書類選考、個人面接など
	その他	 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	 7/31㈫（必着）までに人事課
（〒440-8501住所不要☎51・
2040）

	 		 8399

公の施設の指定管理者

ライフポートとよはし、市民文化会館ほ
か、市有施設の管理を行う指定管理者
を7月2日㈪から募集します。募集要綱な
ど詳細はホームページをご覧ください。
	問合せ	 資産経営課（☎51・2033）
	 		 17498

こども発達センター
非常勤嘱託員（育児休業代替）

診療部門でリハビリテーション業務な
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	 作業療法士の資格を有する方
	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	 8/10㈮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
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平成31年度新規 豊橋市民病院職員

	職 種	 臨床検査技師、作業療法士、臨
床心理士など

	給 与	 給料のほか期末・勤勉手当な
ど各種手当を支給

	試 験	 7/28㈯に市民病院で適性検
査、筆記、小論文、面接など

	その他	 7/10㈫に市民病院で説明会あ
り。募集要綱などは市民病院
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

	申込み	 7/20㈮（必着）までに必要書
類を市民病院管理課（〒441-
8570住所不要☎33・6277）

	 		 16485

国際交流フォト・コンテスト写真

「一枚の写真で世界とつながる」を
テーマに募集します。
	その他	 優秀賞（賞状と図書カード

5,000円分）などあり。作品は
未発表のものに限り、1人3点
まで。作品は11/18㈰に、こど
も未来館で開催の「とよはしイ
ンターナショナルフェスティバ
ル2018」で展示

	申込み	 10/24㈬までに直接または郵
送で白黒・カラー、A4以上四
つ切り以内の作品の裏面に
氏名、電話番号、写真のタイト
ル、撮影時期・場所、コメントを
明記して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)

葦毛湿原植生回復ボランティア

①木の伐採・除草などの植生回復作
業、②観察会の手伝いを行います。
	とき	 ①11月～来年3月の火曜日、第

3日曜日の午前②8・9月の文化
財センター指定日

	ところ	 葦毛湿原など
	対 象	 各3回以上参加できる高校生以上
	その他	 ①伐採した木の持ち帰り可
	申込み	 7/2㈪から文化財センター（☎

56・6060）

日本語スピーチコンテスト出場者

	とき	 11/18㈰10:30～14:00
	ところ	 こども未来館「ここにこ」
	対 象	 日本語が母語でない小学生以上
	部 門	 ①小・中学生②高校生一般
	その他	 入賞者に賞状と景品あり
	申込み	 10/24㈬（必着）までに①は

3分以内、②は5分以内の原
稿（日本語またはローマ字も
可）、申込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	 55・3674	 tia@tia.
aichi.jp）※申込書は豊橋市国
際交流協会、ホームページで
配布

市税コールセンターから税が未納の方に
電話催告を行っています

	とき	 日～水曜日9:00～16:45、月～
木曜日12:15～20:00の隔週

	その他	 連絡が取れない方には、文書
などで催告

	問合せ	 納税課（☎57・2655）
	 		 5705

夏休み小学生50円バス

東三河の路線・コミュニティバスの子ど
も運賃が1乗車50円になります。
	とき	 7/21㈯～9/2㈰
	対 象	 保護者同伴の小学生
	その他	 現金払い。通常の子ども運賃

が50円未満の区間は、その運
賃。かわきたバス、柿の里バス
は無料

	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 		 55233

家屋調査にご協力ください

平成30年1月2日㈫以降に新築・増築・
取り壊しなどのあった家屋について、7
月上旬以降に市職員が伺い、家屋状況
と書類（図面・設計書など）を確認しま
す。なお、家屋に変更（増築・取り壊し・
用途）があった場合はご連絡ください。
	問合せ	 資産税課（☎51・2220）
	 		 57739

農地基本台帳の作成にご協力ください

農地の各種証明などに必要な農地基
本台帳作成のため、8月1日㈬現在、市
内に居住し、10アール以上の農地を所
有または耕作している世帯宛てに、申告
書を7月下旬に郵送します。7月中に届
かない場合は、お問い合わせください。
	問合せ	 農業委員会（☎51・2950）
	 		 10112

7月は愛の血液助け合い運動実施期間
献血にご協力ください

	とき	 日曜日、祝日、年末年始を除く
毎日。[全血献血]9:00～12:00、
13:00～16:45（各約15分）[成
分献血]9:00～11:00、13:00～
16:00（各約40～90分）

	ところ	 愛知県赤十字血液センター豊
橋事業所

	対 象	 医師が献血できると判断した方
（65歳以上の方は、60～64歳
に献血経験がある方に限る）

	問合せ	 愛知県赤十字血液センター豊
橋事業所（☎32・1331）、健康
政策課（☎39・9111）

	 		 55238

コミュニティバス東部東山線
やまびこ号運行10周年記念イベント

利用者にタオルを進呈します。
	とき	 7/2㈪～7/31㈫
	定 員	 650人（先着順）
	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 		 16235
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