
豊橋市民病院 夏休み期間中の
看護学生アルバイト

配膳や環境整備、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住
所不要☎33・6277）

豊橋市民病院パート職員

カルテの記載内容の点検や会議資料
の作成などを行います。
	対 象	 診療情報管理士の資格を有

し、DPC（診断群分類包括評
価）または病歴業務経験者

	給 与	 日給8,060円（最初の2か月は
7,770円）

	試 験	 書類審査、面接
その他	 勤務時間など詳細は市民病院

ホームページ参照
	申込み	 随時、必要書類を市民病院医

療情報課（〒441-8570住所
不要☎33・6237）

市営住宅の入居者（7月分）

	入居日	 9/1㈰
	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	 選考方法は公開抽選
	申込み	 7/1㈪～7/9㈫に直接、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7/1㈪から豊橋市営住宅
管理センター、住宅課で配布

	 		 14208

まちなかピクニックの出店者

手作り雑貨などを販売します。
	とき	 10/13㈰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㈬までにホームページで

必要事項を入力
 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 		 65895

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。
	対 象	 個人（プロを除く）
	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、11/10㈰に穂の
国とよはし芸術劇場で開催の
「とよはしインターナショナル
フェスティバル2019」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住
所、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）

昨年度の優秀賞作品	
「フィリピンの子ども達と一緒に」

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

ええじゃないか豊橋まつり参加者

	とき	 ①～③10/19㈯④10/20㈰
	部 門	 ①ええじゃないか舞

ダ ン ス

踊三
ざんまい

昧	競
舞部門・演舞部門②マスコッ
トキャラクターと踊ろう	こど
も総おどり③総おどり④ええ
じゃないか舞らん行列

	その他	 参加要件など詳細は申込書、
ホームページ参照※申込書は
市役所じょうほうひろば、各窓
口センターほかで配布

	申込み	 7/1㈪9:00～8/9㈮（③は
8/30㈮まで）に郵送または
ファックスで申込書を各問合
先※ホームページからも申し
込み可

 問合せ	 ①農地整備課（☎51・2488）
②みなと振興課（☎34・3710）
③商工業振興課（☎51・2426）
④農業企画課（☎51・2457）

	 		 8074

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	 作業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	 7/20㈯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）

	 		 66217
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ため池での事故をなくしましょう

ため池は大変危険ですので、水辺に近
付かないようにしましょう。また、池の
中には絶対に入らないでください。
 問合せ	 農地整備課（☎51・2495）
	 		 7444

豊橋市駅前大通公共駐車場に
愛称が付きます

8月1日㈭から、「豊橋市駅前大通公共
駐車場（第1）」に「豊橋まちちか駐車
場」、「豊橋市駅前大通公共駐車場（第
2）」に「豊橋えきちか駐車場」の愛称が
付きます。
 問合せ	 土木管理課（☎51・2507）
	 		 65931

血液が不足しています
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、
13:00～14:45（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	 愛知県赤十字献血センター豊
橋事業所（☎32・1331）、健康
政策課（☎39・9111）

	 		 55238

子育て家庭優待カード
（はぐみんカード）をご利用ください

18歳までの子どもがいる家庭と妊娠
中の方に、はぐみんカードを配布して
います。このカードを全国の協賛店舗・
施設（はぐみん優待ショップ）で提示す
ると、入場料の割り引きや、飲み物が無
料になるなど、さまざまな特典やサー
ビスを受けられます。妊娠中の方は母
子健康手帳の交付時に、その他の方は
子どもの生年月日が分かるものを、こ
ども未来政策課、こども家庭課または
各窓口センターへ持参すると受け取る
ことができます。協賛店舗など詳細は
ホームページをご覧ください。
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・

2325）
	 		 22659

とよはし版クールチョイス
節電・省エネチャレンジキャンペーン

「COOL	CHOICE（賢い選択）」は、節
電や省エネ・低炭素型商品の購入な
ど温暖化対策につながる行動をとる
ことです。エアコンなどエネルギーの
使用が多くなるこの時期に、COOL	
CHOICEに取り組みましょう。市で
は、家庭の電力消費量の削減に取り組
む節電・省エネチャレンジキャンペーン
を実施し、参加者全員に景品を贈呈し
ます。参加方法など詳細はホームペー
ジをご覧ください。
 問合せ	 温暖化対策推進室（☎51・

2419）
	 		 6655

防衛大学など学生、
陸海空 男・女自衛官

	職 種	 防衛大学校・防衛医科大学校
学生、航空学生、一般曹・自衛
官候補生ほか

	対 象	 18～32歳の方（来年3月卒業
予定の高校生などを含む）

	その他	 自衛官候補生は8～9月に入隊
可。試験制度説明会など詳細
はホームページ参照

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

	 		 66251

プレミアム付商品券を
利用できる店舗

	対 象	 市内の事業者
	その他	 募集要綱はホームページで

配布
	申込み	 7/1㈪～8/9㈮に申込書を商

工業振興課（〒440-8501住
所不要☎	51・2432	 55・
9090）※申込書は商工業振興
課で配布。ホームページからも
申し込み可

	 		 66205

その他
市の面積が増えました

三河港（明海地区）の公有水面の埋め
立てにより、市の面積は261.86㎢か
ら261.88㎢（7月1日㈪現在）になりま
した。
	問合せ	 行政課（☎51・2026）
	 		 10664
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