
お抹茶の愉しみ方講座

茶席での作法、抹茶の点て方などを学
びます。
	とき	 2 / 13㈭、2/20㈭（全2回）

10:00～12:00
	ところ	 三の丸会館
	講 師	 廣田宗桂さん（裏千家今和会）

ほか
	定 員	 15人（申込順）
	料 金	 1,000円
	申込み	 1/14㈫～2/11㈷に三の丸会館

（☎56・6022）

支 援
あゆみの会
神経系難病患者・家族のつどい

羽子板遊びや参加者同士の交流を行
います。
	とき	 1/17㈮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	 1/16㈭までに健康増進課（☎
39・9140）

			 　	6770

小児慢性特定疾病
講演会・家族のつどい

災害時に子どもに必要な対策を紹介
し、交流会を行います。
	とき	 1/24㈮13:30～15:30
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象 	 20歳未満で小児慢性特定疾病

などの方の家族、支援関係者など
	講 師	 小山典久（市民病院医局長）ほか
	申込先	 こども保健課（☎39・9153）
			 　	6380

プラット新春お餅つき

餅つきや、演劇・音楽公演の招待券な
どが当たる菓子まきを行います。
	とき	 1/3㈮12:00～14:00
	ところ	 穂の国とよはし芸術劇場「プ

ラット」
	問合せ	 穂の国とよはし芸術劇場（☎

39・8810）

さくらピア相談室企画 料理教室

豚肉のトマトソースマリネや大豆の白
和えなどを作ります。
	とき	 2/19㈬10:00～13:30
	ところ	 あいトピア
	対 象	 障害者手帳所持者（重度障害

者は介護者同伴）と家族、友人
	料 金	 600円
	その他	 手話通訳・要約筆記などあり
	申込み	 1/4㈯9:00から、さくらピア（☎

53・3153）
			 　	32402

家具等再生品展示・販売会

	とき	 1/18㈯～1/23㈭9:30～16:00
	ところ	 資源化センター
	その他	 小型・中型家具は即売。大型家

具は後日、当選者が運搬。再生
品はホームページでも閲覧可

	申込み	 大型家具は開催期間中に会場
で受け付け

	問合せ	 収集業務課（☎61・4136）
			 　	9259

成年後見制度啓発講演会
障害のある子の親なきあと

成年後見制度や相続などについて学
びます。
	とき	 2/18㈫13:30～15:30
	ところ	 ライフポートとよはし
	講 師	 渡部伸さん（行政書士）
	その他	 手話通訳・要約筆記あり
	問合せ	 豊橋市成年後見支援センター

（☎57・6800）
			 　	6521

催し・講座
とよはしシンポジウム 
池田輝政の吉田城

池田輝政の功績を振り返り、吉田城造
りに掛けた思いを考えます。
	とき	 2/1㈯	13:00～16:45
	ところ	 公会堂
	講 師	 中井均さん（滋賀県立大学人

間文化学部教授）ほか
	定 員	 600人（先着順）
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

東三河職業訓練展

建具などの展示・販売のほか、椅子や
踏み台作りを行います。
	とき	 1/25㈯10:00～16:00、1/26㈰

9:00～15:00
	ところ	 前田南地区体育館
	問合せ	 豊橋共同職業訓練協会（☎51・

0519）、商工業振興課（☎51・
2437）

			 　	62208

消防出
で ぞ め

初式

消防関係者が集い、はしご登りや消防
音楽隊の演奏などを行います。
	とき	 1/11㈯9:00
	ところ	 豊橋球場
	問合せ	 消防本部総務課（☎51・3111）
			 　	63595
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不登校の児童・生徒への学習支援や運
動などを行います。
	対 象	 おおむね45歳までの方
	定 員	 若干名
	謝 礼	 日額6,000円
	申込み	 2/28㈮までに直接、顔写真貼

付の履歴書を教育会館（☎33・
2113）

			 　	70543

市民文化会館の食堂入店者

	とき	 4/1㈬～来年3/31㈬（1年単位
で更新あり）

	対 象	 市区町村税を滞納しておらず、
保健所の営業許可を受けてい
る事業者など

	その他	 募集要綱などは「文化のまち」
づくり課、ホームページで配布

	申込み	 1/30㈭～2/6㈭に申込書など	
を「文化のまち」づくり課（☎
51・2875）

			 　	70383

市民ふれあい農園利用者

家庭菜園として耕作できる菜園（1区
画30㎡）を貸し出します。
	とき	 4/1㈬～来年3/31㈬（1年間に

限り更新可）
	ところ	 神野新田町、多米西町、石巻本町
	対 象	 市内在住の方
	料 金	 10,000円
	その他	 共用の鍬

く わ

・備
びっちゅう

中鍬
ぐ わ

・一輪車などの
農具、水道、トイレ、駐車場あり

	申 請	 1/16㈭～2/5㈬に申請書を農
業支援課（☎51・2472）※申請
書は農業支援課、ホームペー
ジ、各地区市民館などで配布

			 　	9399

令和2年4月採用 総合老人ホーム
つつじ荘 非常勤嘱託員（養護員）

	任 期	 4/1㈬～来年3/31㈬（週31時
間。勤務状況などにより1年単
位で更新あり）

	定 員	 1人
	報 酬	 月額175,924円。期末・勤勉手

当など各種手当を支給
	その他	 土・日曜日、祝日勤務、宿直業務

あり。募集要綱は総合老人ホー
ムつつじ荘、ホームページほか
で配布

	申込み	 1/22㈬（必着）までに直接ま
たは郵送で顔写真貼付の履歴
書、介護に係る資格があれば証
明書（写し）を総合老人ホーム
つつじ荘（〒440-0833飯村町
字高山11-65☎61・2013）

			 　	44916

令和2年4月採用 
介護認定調査業務嘱託員

	任 期	 4/1㈬～来年3/31㈬（週31時
間。勤務状況などにより更新あり）

	対 象	 介護支援専門員（有効期間内
であるかは不問）、看護師、保健
師、社会福祉士、介護福祉士の
いずれかの資格と普通自動車
運転免許を有する方

	試 験	 面接、小論文
	報 酬	 月額193,145円（予定）
	その他	 募集要綱は長寿介護課、ホーム

ページで配布
	申込み	 2/3㈪（必着）までに直接また

は郵送で必要書類を長寿介護
課（〒440-8501住所不要☎
51・3133）

			 　	4106

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

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	 3/8㈰11:00～15:00
	ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	定 員	 20組程度（選考）
	出店料	 無料
	申込み	 1/26㈰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（☎51・8101）
			 　	70348

市営住宅の入居者（1月分）

	入居日	 3/1㈰
	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	 1/6㈪～1/14㈫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1/6㈪から豊橋市営住宅管
理センター、住宅課で配布

			 　	14208

植物園ガイドボランティア

	とき	 土・日曜日、祝・休日
	ところ	 総合動植物公園「のんほい

パーク」
	対 象	 18歳以上で、月2日以上活動で

きる方
	定 員	 若干名
	申込み	 1/2㈭～1/20㈪に豊橋みどり

の協会（☎41・2185）
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