
令和2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

税かつ児童扶養手当等を受給

している母子父子世帯③兄弟

姉妹で児童クラブを利用してい

る世帯

 申 請 3/17㈬～3/31㈬に直接、申請

書を、こども家庭課※申請書は

各民営児童クラブ、こども家庭

課で配布

 問合せ こども家庭課（☎51・2856）、

各民営児童クラブ

   68872

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

動物園ボランティア

来園者への動物の解説や園内の案内

などを行います。

 とき 4月～来年3月

 対 象 18歳以上の方

 定 員 20人程度

 その他 3/27㈯、3/28㈰10:30～11:15

に行う説明会いずれかへの参

加が必要

 申込み 3/20㈷までに総合動植物公園

ホームページで必要事項を入力

 問合せ 総合動植物公園（☎41・2186）

とよはし歴史探訪

トンボ玉をつくろう

 とき 3/27㈯10:00、14:00

 ところ アイプラザ豊橋

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

 講 師 杉浦興子さん（ガラス工芸作家）

 定 員 各16人（抽選）

 料 金 各1,000円

 申込み 3/15㈪（必着）までに返信先明

記の往復はがき（1枚2人まで）

で講座名、希望時間、参加者全

員の住所・氏名・年齢・電話番

号を文化財センター（〒440-

0897 松葉町三丁目1 ☎ 56・

6060）

ワンデーフラダンス教室

 とき 3/11㈭16:30～17:30

 ところ アクアリーナ豊橋

 料 金 1,100円

 申込み 随時、アクアリーナ豊橋（☎31・

4781）

   82230

支 援

令和3年度就学援助制度の

申請を受け付けます

市立小・中学校への就学にあたり、学

用品費などを援助します。

 対 象 3人世帯で合計所得が277万

3,000円以下などの基準を満

たす方

 その他 認定基準など詳細はホームペー

ジ参照

 申 請 3/2㈫～3/8㈪8:30～17:00 

（3/6㈯、3/7㈰は9:00～12:00） 

に直接、振込先の預貯金通帳（保

護者名義）、令和2年1月1日時

点で本市に住民登録がない方

は、世帯全員の令和2年度の所

得証明書を市役所講堂※3/9㈫ 

以降は学校教育課で受け付け

 問合せ 学校教育課（☎51・2825）

   21988

催し・講座

中高生おすすめプログラム

■中高生美肌レッスン

思春期の肌の変化や洗顔方法を学びます。

 とき 3/26㈮15:00～16:30

 講 師 東三河ヤクルト販売㈱

 定 員 10人（申込順）

 その他 プレゼント（スキンケア用品）あり

 申込み 3/2㈫から直接、交通児童館

（☎61・5818）

■歌って学ぼう英語レッスン

英語の歌や絵本から海外で役立つ英

語を学びます。

 とき 3/27㈯10:30～11:10（受け付

けは10:00から）

 定 員 15人（先着順） 

［共通事項］

 ところ 交通児童館

 対 象 中学・高校生

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

令和3年度くすのき補助金

提案企画の公開プレゼンテーション

居場所づくりなどの地域課題に取り組

む団体の発表を聞けます。

 とき 3/12㈮10:00～12:00

 ところ 市役所講堂

 定 員 50人（先着順）

 その他 参加団体など詳細はホームペー

ジ参照

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2483）

   71052

フラダンス教室

 とき 3/11㈭、3/18㈭、3/25㈭（全3

回）①14:30～15:30②17:45～ 

18:45

 ところ アクアリーナ豊橋

 対 象 ①18歳以上の方②小学生以上

 定 員 各20人（申込順）

 料 金 各3,300円

 その他 1回のみの体験可（1,100円必要）

 申込み 随時、アクアリーナ豊橋（☎31・

4781）

   81477
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美術博物館展示室利用者

 対 象 来年1～3月に絵画、写真、書な

どの作品発表を希望する方

 その他 4/25㈰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 4/1㈭～4/11㈰に申込書を美

術博物館（☎51・2882）※申込

書は3/16㈫から美術博物館、 

美術博物館ホームページで配布

ほの国東三河応援倶楽部の会員

首都圏で行う東三河の物産展などの

情報をメールで受け取れるほか、有料

で交流会に参加できます。

 対 象 首都圏に住む東三河地域にゆ

かりのある方

 申込み 随時、ホームページで必要事項

を入力

 問合せ 首都圏活動センター（☎03・

5210・1484） 

   15347

その他

証明発行土曜窓口で転入届、転居届、

転出届の特別受け付けを行います

 とき 3/20㈷、3/27㈯、4/3㈯9:00～

12:30

 ところ 市民課

 その他 転出証明書は後日郵送。マイナ

ンバーカードなどの更新、住民

票の即日交付は不可

 問合せ 市民課（☎51・2276）

   81337

豊橋市税収納窓口を設置します

三菱UFJ銀行豊橋市役所出張所の豊

橋支店への統合に伴い、3月22日㈪よ

り豊橋市税収納窓口を設置します。取

り扱いは豊橋市と東三河広域連合の

税や料金のみとなり、国・県税等の納

付はできません。

 問合せ 会計課（☎51・2688）

   21324

豊橋市市民協働推進審議会委員

市民協働による街づくりの推進に関す

る施策の審議などを行います。

 任 期 5月から2年間

 対 象 市内在住・在学・在勤で年6回

程度の審議会に参加できる18

歳以上の方

 定 員 2人（選考）

 申込み 3/31㈬までに申込書、800字

以内の作文「私が思う市民協

働によるまちづくり」を市民協

働推進 課（〒440-8501 住所

不要☎51・2483 56・5128  

shiminkyodo@city.toyo 

hashi.lg.jp）※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

   9170

市営住宅の入居者（3月分）

 入居日 5/1㈯

 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 3/1㈪～3/10㈬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 

3/1㈪から豊橋市営住宅管理

センターで配布

 問合せ 住宅課（☎51・2600）

   14208

視聴覚教育センター・地下資源館

サイエンスボランティア

科学工作や星を見る会の補助などを

行います。

 とき 土・日曜日、祝日

 対 象 年5回以上、活動に参加できる

高校生以上

 その他 4/25㈰13:00に行う説明会へ

の参加が必要

 申込み 3/31㈬までに視聴覚教育センター

ホームページで必要事項を入力

 問合せ 視聴覚教育センター（☎41・3330）

市民意見提出制度

パブリックコメント

■豊橋市都市交通計画

　2016-2025中間見直し（素案）

 問合せ 都 市 交 通 課（☎ 51・2620 

56・5108）

   81781

■豊橋市自転車活用

　推進計画2021-2030（素案）

 問合せ 都 市 交 通 課（☎ 51・2620 

56・5108）

   81782

■とよはし緑の基本計画

　2021-2030（素案）

 問合せ 公 園 緑 地 課（☎ 51・2649 

56・1230）

   81192

［共通事項］

 とき 3/23㈫まで

 その他 計画は各問合せ先、各窓口セ

ンター、ホームページほかで閲

覧可

令和4年4月採用 豊橋市職員

（自己推薦・一般）

 職 種 ①事務職②事務職（障害者対

象）③技術職（土木・電気）④技

術職（建築・機械）

 定 員 ①30人程度②若干名③各5人

程度④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

 その他 募集要項などは人事課、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 3/1㈪～3/31㈬にホームペー

ジで必要事項を入力

 問合せ 人事課（☎51・2040）

   8399
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