
令和2年4月採用
豊橋市民病院職員

	職 種	 薬剤師、臨床心理士または公
認心理師

	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	 11/24㈰に適性検査、筆記、面

接など
 その他	 薬剤師は11/8㈮に説明会あり。

募集要綱は市民病院管理課、市
役所じょうほうひろば、市民病
院ホームページほかで配布

 申込み	 11/15㈮（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）

高校生向けクーポンの配信を
希望する事業者

施設の入場料金、商品・飲食物の割り
引きや、物品・サービスのプレゼントな
どのクーポンを提供します。
	対 象	 市内の事業者
	定 員	 10者程度（選考）
	掲載料	 無料
	その他	 事業者が既に提供するサービ

ス以上の内容に限る
	申込み	 随時、事業者名、クーポンの内

容を広報広聴課（☎51・2164）
			 　	45931

市営墓地（再貸し出し）の
利用者

	ところ	 ①飯村墓地、野依台墓地②向
山霊苑、東細谷墓地

	対 象	 市内在住の世帯主で、かつ、焼
骨があるが墓がない、または市
外に墓を持っており市内に改
葬を希望する方

	その他	 選考方法は公開抽選
	申込み	 ①は11/11㈪～11/29㈮、	

②は12/2㈪～12/20㈮に直
接、申込書を福祉政策課（☎
51・2369）※申込書は福祉政
策課、各窓口センター、ホーム
ページほかで配布

			 　	69484

豊橋男女共生フェスティバル
キッズ＆クラフトフリマ出店者

育児・子ども用品、小物などの手作り
品を販売します。
	とき	 来年1/19㈰10:30～13:30
 ところ	 ライフポートとよはし
	定 員	 10人（申込順）
	出店料	 無料
 申込み	 11/29㈮までに男女共同参画

センター（☎33・2822）
			 　	64260

市営住宅の入居者（11月分）

	入居日	 来年1/1㈷
	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	 11/1㈮～11/12㈫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11/1㈮から豊橋市営住宅管
理センター、住宅課で配布

			 　	14208

令和2年度市立小・中学校
常勤講師・非常勤講師・支援員

	対 象	 幼稚園教諭、小・中学校教諭、
養護教諭の教員免許所有者
（令和2年3月までに免許取得
見込みの方を含む）

 申込み	 随時、直接、顔写真貼付の市販
の履歴書、教員免許状（写し）、ま
たは取得見込証明書（写し）、該
当者は更新講習修了確認証明
書を学校教育課（☎51・2826）

			 　	17533

支 援
難病の方の安定した就労を考えよう
難病患者・家族のつどい

就労支援の事例や制度を紹介し、交流
会を行います。
	とき	 11/30㈯13:30～16:00
 ところ	 保健所・保健センター
	講 師	 永井伸二さん（豊橋公共職業

安定所専門援助部統括職業指
導官）ほか

 申込み	 11/29㈮までに健康増進課（☎
39・9140）

			 　	6770

ストマ（人口肛門・人口膀胱）用
装具の保管場所を提供しています

大規模災害に備えて、ストマ用装具を
最長2年間保管できます。
 ところ	 市役所、保健所・保健センター
 その他	 保管できる容量は30cm×20cm×

10cmまで
 申込み	 随時、直接、装具、障害者手帳

を障害福祉課（☎51・2345）、
健康政策課（☎39・9111）

			 　	61849

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

フリーマーケット in 図書館出店者

	とき	 来年1/25㈯9:30～14:00
 ところ	 中央図書館
	定 員	 20組程度（抽選）
	出店料	 無料
 その他	 業者の出店不可
 申込み	 11/17㈰までに申込書を中央・

向山・大清水図書館※申込書
は各図書館、中央図書館ホーム
ページで配布

 問合せ	 中央図書館（☎31・3131）
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違法駐車はやめましょう

違法駐車は周りの迷惑になるほか、渋
滞の原因となり、交通事故を引き起こす
こともあります。市では、違法駐車によ
る弊害の大きい豊橋駅の東西の一部地
域を違法駐車等防止重点地域に指定し
ています。自動車は駐車場を利用し、違
法駐車をしないようにしてください。
 問合せ	 安全生活課（☎51・2550）
			 　	69996

住民票やマイナンバーカードに
旧姓（旧氏）を併記できます

11月5日㈫から住民票やマイナンバー
カードに旧姓（旧氏）を併記できるよう
になります。
 問合せ	 市民課（☎51・2279）
			 　	69845

自転車などを放置しないでください

市では、豊橋・二川駅周辺を自転車や
原動機付自転車の放置規制区域に指
定し、路上に放置された自転車などの
警告・撤去を行っています。自転車等
駐車場を利用し、自転車などを放置し
ないようにしてください。放置規制区
域など詳細はホームページをご覧くだ
さい。
 問合せ	 土木管理課（☎51・2507）
			 　	9524

その他
野焼きは禁止です

野外でのごみ焼却は、一部の例外を除
き、法律で禁止されています。違反し
た場合は、5年以下の懲役、1,000万円
（法人の場合は3億円）以下の罰金が
科せられる場合があります。家庭ごみ
は焼却せず収集日に、ごみステーショ
ンへ出してください。また、事業所から
出るごみは、事前に廃棄物対策課で投
入許可を取得して資源化センターへ自
己搬入するか、廃棄物処理業者に処理
を委託してください。
 問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）、

環境保全課（☎51・2388）
			 　	34607

ヘルプマークを見たら
思いやりのある行動を

ヘルプマークとは、義足や内部障害、妊
娠初期などで、援助や配慮を必要とし
ていることが外見からは分かりにくい
方が、周囲に知らせることで、援助や配
慮を得やすくなるように作られたマー
クです。電車やバスでヘルプマークの
利用者を見掛けたら、席を譲る、困って
いれば声を掛けるなど、思いやりのあ
る行動をお願いします。
 問合せ	 障害福祉課（☎51・2345）
			 　	59914

企業同士の出会いの場づくり
①応援企業②婚活会員

登録企業・グループ同士で婚活イベン
トや交流をします。
	対 象	 ①東三河の事業所など②東三

河地域在住・在勤で独身者の
任意グループ

 申込み	 随時、申込書を、こども未来政
策課（☎51・2382）※申込書は
ホームページで配布

			 　	38910

フードバンクの食品

家庭などにある食品を集め、子どもに
食事の支援をしている団体や施設へ
提供します。
	対 象	 賞味期限までに、おおむね1か

月以上ある食品（缶詰、乾物な
ど）、調味料、お菓子など

 申込み	 11/1㈮～11/15㈮に直接、食
品をあいトピア、各地域福祉セ
ンター、こども未来政策課

 問合せ	 豊橋市社会福祉協議会（☎52・
1111）

			 　	61391

消防車両に乗ろう！
キッズ消防士

消防出
でぞめ

初式で防火衣を着て、消防（団）
車両での分列行進に参加します。
	とき	 来年1/11㈯9:00～11:45（分

列行進は9:20頃）
 ところ	 豊橋球場
	対 象	 小学生
	定 員	 40人（抽選）
 申込み	 11/1㈮～11/15㈮に消防本部

総務課（☎51・3111）　
			 　	63594
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