
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。
 対 象	 市内在住・在学・在勤の方
 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）、申
込書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
※申込書は生涯学習課、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

令和2年度消防職員採用候補者

 職 種	 一般消防職、救急救命士
 定 員	 15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	［第１次］7/8㈪～7/26㈮の

1日に面接、7/28㈰に教養・
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
ページほかで配布

 申込み	 6/20㈭（必着）までに必要書
類を消防本部総務課（☎51・
3105）

	 		 51648

こども保健ボランティア

乳幼児健康診査などで保護者の手助
けをします。
 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	 6/25㈫9:30に講習会あり

（申込制）
 申込み	 随時、こども保健課（☎39・9160）
	 		 49826

美術博物館コレクション展
ボランティアガイド

美術作品の解説をします。
 対 象	 18歳以上の方
 その他	 7/17㈬14:00からの説明会、

7～9月の養成講座（全6回）の
受講が必要

 申込み	 6/30㈰までに申込書を美術博
物館（〒440-0801今橋町3-1
☎51・2882）※申込書は美術
博物館、ホームページで配布

二川宿本陣まつり
本陣句会 作品

 とき ［前期］5/1㈬～9/30㈪［後期］
10/1㈫～来年2/29㈯

 その他	 特選（記念品）などあり
 申込み	 本陣周辺で詠んだ俳句（自作・

未発表。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、市民文
化会館ほかで配布

民間保育所保育士、
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18
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

市民意見提出制度
パブリックコメント

■豊橋市不良な生活環境の
　解消に関する条例
 とき	 6/21㈮～7/20㈯
 その他	 条例は廃棄物対策課、各窓口

センター、ホームページほかで
閲覧可

 問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410	
56・0566）

	 		 65242

支 援
子ども医療費の払い戻しは
各窓口センターで申請できます

小学生以下の通院分にかかる医療助成
の申請を各窓口センターでできるように
なりました。なお、入院分の払い戻しは、
直接、こども家庭課で申請してください。
 申 請	 医療費を支払った日の翌日

から5年以内に直接、領収証、
子どもの健康保険証、振込先
の預金通帳（保護者名義）、
認印を、こども家庭課（☎51・
2335）、または各窓口センター

	 		 22756

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

二川宿本陣まつり 大名行列
お姫様役（雅姫・琴姫）

11月3日㈷に開催予定の二川宿本陣
まつり	大名行列などに参加します。
 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㈯～6/30㈰（消印有効）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、ホーム
ぺージほかで配布
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その他
令和元年版ミニ統計とよはしを
配布しています

市の人口・産業・市民生活など各分野
の統計データをポケットサイズにまと
め、市役所じょうほうひろば、各窓口セ
ンターなどで配布しているほか、ホー
ムページでも閲覧できます。
 問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 		 16850

市県民税 第1期分の
納期限は7月1日㈪です

お近くの金融機関、コンビニエンススト
アなどで納付してください。また、クレ
ジットカードでも納付できます。納税に
は手間のかからない口座振替の制度
が便利です。
 問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 		 5742

市議会役員が決まりました

議長は豊田一雄、副議長は堀田伸
一、　監査委員は近藤喜典、尾崎雅輝
に決まりました。
 問合せ	 議会事務局庶務課（☎51・

2910）
	 		 9863

おもちゃ病院トントン

壊れたおもちゃ（テレビゲーム、エアガ
ンを除く）を修理します。
 とき	 ①第1・3土曜日14:00～16:00

②第2・4土曜日13:00～16:00
 ところ	 ①あいトピア②本郷地区市民館
 料 金	 無料（部品代は実費負担）
	問合せ	 あいトピア（☎57・2601）、本郷

地区市民館（☎46・8487）
	 		 23387

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、出
会いの橋渡しを行います。
 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

河地域に在住・在勤の20歳以上の方
 定 員	 10人程度
 その他	 7/11㈭に開催する講習会の受

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

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	 9/13㈮までに申込書を商工
業振興課（〒440-8501住所
不要☎51・2437）※申込書は
ホームページで配布

	 		 9148

令和2年度採用 豊橋市職員（一般）

 職 種	 ①事務職②事務職（障害者対
象）③技術職（土木・建築・電
気・化学）④社会福祉士⑤保
育士⑥保健師など

 定 員	 ①25人程度②～④⑥各若干
名⑤10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	 個人面接、教養など
 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
ジほかで配布

 申込み	 6/27㈭（必着）までに必要書
類を人事課（〒440-8501住
所不要☎51・2040）

	 		 8399

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市内の
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

こども発達センター非常勤嘱託員

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3/31㈫（週31時間。

勤務状況などにより更新あり）
 対 象	 理学療法士の資格を有する方
 給 与	 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	 6/21㈮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）

	 		 63617

市民協働推進補助金
（わかば補助金）の事業企画

 対 象	 若者の活動団体などが8月～
来年3月に実施する事業で、主
に市内を拠点とした地域の課
題を解決するもの

 補助額	 上限10万円（補助率10分の10）
 その他	 6/14㈮19:00に市役所講堂で

説明会あり
 申込み	 7/1㈪までに申込書を市民協

働推進課（☎51・2483）※申込
書は市民協働推進課、カリオン
ビル、ホームページで配布

	 		 10339
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