
ALS（筋萎縮性側索硬化症）
患者・家族のつどい

視線入力装置などを使ったコミュニ
ケーション方法を学びます。
 とき 10/4㈮13:30～16:00
	ところ	 保健所・保健センター
	講 師	 武居真さん（整友会デイリハビ

リセンター長）
	申込み	 10/3㈭までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 6770

令和元年度民営児童クラブ
利用料を助成します

	対 象	 次のいずれかに該当する方	
①生活保護世帯②市民税非課
税かつ母子父子世帯③兄弟姉
妹で児童クラブを利用してい
る世帯

	申 請	 9/17㈫～9/30㈪に直接、申
請書を、こども家庭課※申請書
は、こども家庭課、各民営児童
クラブで配布

	問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭課
（☎51・2856）

	 		 68872

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

総合老人ホーム臨時職員

事前に登録し、介護・養護職員が病気
休暇や産前・産後休暇など長期休暇を
取得した場合に、必要に応じて条件に
合う方を採用します。
	申込み	 随時、直接、顔写真貼付の履歴

書を総合老人ホーム（☎61・
2013）

	 		 53941

布ぞうりを作ろう

 とき ①9/12㈭、9/13㈮②9/19㈭、
9/20㈮（各全2回）12:00～
15:00

	ところ	 石巻高齢者活動センター
	講 師	 シルバー人材センター
	定 員	 各10人（申込順）
	料 金	 各800円
	申込み	 9/9㈪までにシルバー人材セン

ター（☎48・3301）
	 		 6423

支 援
森林所有者が除間伐を行う場合に
補助金を交付します

	対 象	 市内にスギ・ヒノキの人工林を
所有し、今年度中に除間伐を行
う市内在住の方

	補助額	 10アールあたり10,000円
 その他	 1施行地10アール以上（台帳面

積による）の森林で除間伐率
10%以上の条件あり

	問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 		 44711

あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

音楽のリズムに合わせて体を動かし
ます。
 とき 9/20㈮10:00～11:30
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊

せきずい

髄小脳変
性症などの神経系難病の方と
家族

	申込み	 9/19㈭までに健康増進課（☎
39・9140）

	 		 6770

催し・講座
認知症カフェ体験会

認知症の相談やゲームなどを通じて認
知症カフェを体験します。
 とき 9/25㈬10:00～11:00、13:30～

14:30、9/26㈭10:00～11:00、
13:30～14:30

	ところ	 市役所市民ギャラリー
	問合せ	 長寿介護課（☎51・2338）
	 		 60216

認知症家族介護者交流会

 とき ①10/5㈯13:30～16 :00	
②10/8㈫、11/12㈫13:30～
15:30③10/9㈬、11/13㈬
10:00～12:00④10/11㈮、
11/14㈭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	 ①500円
	申込み	 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

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、専門医か
らアドバイスを受けます。
 とき 10/9㈬13:00～15:30
	ところ	 アイプラザ豊橋
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加

の方
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副

院長）
	定 員	 10人（申込順）
	申込み	 10/2㈬までに住所、氏名、電話

番号を南部地域包括支援セン
ター（☎25・7100）

	 		 24204
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一箱古本市 in 豊橋
まちなか歩行者天国の出店者

古本などを、みかん箱サイズの箱に入
れて販売します。
 とき 10/27㈰11:00～16:00
	定 員	 20組程度（申込順）
	出店料	 無料
	申込み	 10/4㈮までに申込書を、まち

なか図書館開館準備室（☎21・
8181	 31・4254）※申込書は
穂の国とよはし芸術劇場、市役
所じょうほうひろば、中央図書
館ほかで配布。ホームページか
らも申し込み可

	 		 69291

八町小学校イマージョン教育コース
入学・入級者

	対 象	 令和2年度に市内在住の小学生
	定 員	 各学年20人（抽選）
 その他	 募集要綱などは学校教育課、

ホームページで配布
	申込み	 9/25㈬～10/15㈫に直接、

申込書を学校教育課（☎51・
2826）

	 		 69285

特認校制度による転入学希望者

地域密着の伝統行事体験など特色あ
る教育を行う、下条・賀茂・嵩山小学校
への転入学希望者を募集します。
	対 象	 次の全てに該当する方①１年

以上通学する②保護者の責任
のもとで登下校できる③学校
の教育方針に賛同できる

 その他	 希望校での面談が必要
	申込み	 事前に希望校を見学し、10/31㈭	

までに学校教育課（☎51・
2817）

	 		 8963

市営住宅の入居者（9月分）

	入居日	 11/1㈮
	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	 9/2㈪～9/10㈫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9/2㈪から豊橋市営住宅管
理センター、住宅課で配布

	 		 14208

豊橋市子育て応援企業

市民や従業員に対する子育て支援の
取り組みを積極的に進めている企業を
認定します。
	対 象	 市内に事業所がある企業、個人

商店、法人格を有する団体など
 その他	 最優秀賞などに賞状あり
	申 請	 10/31㈭までに申請書を、こど

も未来政策課（☎51・2325）	
※申請書はホームページで配布

	 		 44980

市立看護専門学校
令和2年度入学生

①看護第1科
	試 験	 来年2/5㈬に学科、2/6㈭に

面接
②看護第2科
	試 験	 来年1/29㈬に学科、1/30㈭に

面接
［共通事項］
	定 員	 各40人
	受験料	 各10,000円
 その他	 出願書類の請求など詳細は

ホームページ参照
	申込み	 ①は来年1/6㈪～1/22㈬、	

②は1/6㈪～1/15㈬（各必
着）に必要書類を看護専門学校
（☎33・7891）

	 		 8841

令和2年4月採用
豊橋市職員（職務経験者など）

	職 種	［職務経験者］事務職、技術職
［国際貢献活動経験者］事務職
［法科大学院修了者］事務職

	定 員	 各若干名
	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、プレゼン

テーションなど
 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
ジほかで配布

	申込み	 9/26㈭（必着）までに必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2041）

	 		 8399

美術博物館展示室利用者

	対 象	 来年4～9月に絵画、写真、書な
どの作品発表を希望する方

	その他	 10/27㈰10:00に抽選で決定。
企画展などで利用できない期
間あり

	申込み	 10/1㈫～10/11㈮に申込書を
美術博物館（☎51・2882）※申
込書は9/15㈰から美術博物
館、美術博物館ホームページで
配布

豊橋市民お月見会
川柳・俳句・短歌

月をテーマにした川柳・俳句・短歌を募
集します。	
	対 象	 小学生以上
 その他	 9/13㈮17:00～20:00に三の

丸会館で開催の豊橋市民お月
見会でも投稿可

	申込み	 9/19㈭（必着）までに所定の投
稿票で三の丸会館設置の投稿
箱に投稿、または、はがきで三
の丸会館（〒440-0801今橋町
3-1☎56・6022）※投稿票は三
の丸会館、穂の国とよはし芸術
劇場ほかで配布

	 		 37913
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