
イマージョン教育コース

入級説明会

英語で行う授業の見学や、入級に関す

る説明を行います。

 とき 9/24㈮13:50～15:45

 ところ 八町小学校　

 申込み 9/2㈭までに申込書を学校教

育課（☎51・2826 56・5104 

gakkoukyoiku@city.toyo 

hashi.lg.jp）※申込書はホーム

ページで配布

   68463

支 援

児童扶養手当などの受給には

更新手続きが必要です

11月分以降も継続して児童扶養手当・

愛知県遺児手当・豊橋市母子父子福祉

手当・母子父子家庭等医療費助成を受

けるには、8月31日㈫までに現況届な

どの提出が必要です。7月下旬に受給

者宛てに、通知を送付しました。届い

ていない方は、お問い合わせください。

 問合せ 子育て支援課（☎51・2320）

   83058

特別児童扶養手当などの所得状況届の

提出期限は9月10日㈮です

8月分以降も継続して特別児童扶養手

当・特別障害者手当・障害児福祉手当な

どを受けるには、所得状況届の提出が

必要です。7月下旬に、受給者宛てに

通知を送付しました。8月6日㈮を過ぎ

ても届かない方は、お問い合わせくだ

さい。また、新たに申し込む場合はホー

ムページをご覧ください。

 問合せ 障害福祉課（☎51・2345 56・ 

5134）

   8025

おたまじゃくしの会

ひきこもりや不登校の悩みを話し合い、

情報交換をします。

 とき 8/12㈭、9/9㈭13:30～15:00

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住で、ひきこもりや不登

校の子どもを持つ家族　

 申込み 随時、健康増進課（☎39・9145）

   6779

とよはし歴史探訪

歴史的建造物をめぐる

豊橋公園周辺の国登録有形文化財の

建造物などを巡ります。

 とき 9/11㈯9:00～16:30　

 対 象 小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）　

 講 師 望月昭さん（あいちヘリテージ

マネージャ―）　

 定 員 20人（抽選）　

 料 金 300円　

 その他 集合は美術博物館

 申込み 8/16㈪（消印有効）までに返信

先明記の往復はがき（1枚2人

まで）で講座名、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）

豊橋市国際交流協会

秋学期語学講座

英会話や中国語、ドイツ語などを学び

ます。

 とき 9～11月の当協会指定日（各全

10回）

 ところ e
エ ム キ ャ ン パ ス

mCAMPUS E
イ ー ス ト

AST

 料 金 一般各1万円、会員各7千円　

 その他 講座内容など詳細は豊橋市国

際交流協会ホームページ参照。

一部の英会話はオンライン会

議システム「Zoom」で受講可

 申込み 8/27㈮までに豊橋市国際交流

協会ホームページで必要事項

を入力

 問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

催し・講座

平和について考える 平和パネル展

原爆写真の展示や、戦争体験談のDVD

を見ることができます。

 とき 8/11㈬～8/20㈮（8/16㈪を除く）

 ところ 中央図書館

 問合せ 行政課（☎51・2028）

   76483

福祉レクリエーション

ボランティアセミナー

障害者や高齢者向けのレクリエーショ

ン技術を学びます。

 とき 9/8～10/13の水曜日（全6回）

13:30～15:30

 ところ あいトピア

 講 師 福祉レクリエーションつくしほか

 定 員 20人（申込順）

 料 金 1,000円　

 申込み 8/31㈫までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

知っトク!豊橋ゼミナール

■ヤクルトの健康教室

 とき 9/4㈯、9/18㈯、10/2㈯（全3回） 

10:00～11:30

 ところ 東陵地区市民館

 申込み 8/27㈮までに東陵地区市民館

（☎64・8088）

■地域で活躍する企業を知ろう

 とき 9/5㈰、9/11㈯、9/25㈯（全3回） 

10:00～11:30

 ところ 豊岡地区市民館

 申込み 8/26㈭までに豊岡地区市民館

（☎61・5632）

■ワイン農場見学とカフェな八百屋さん

　新しくて大切なコト

 とき ①9/15㈬②10/6㈬③11/10㈬ 

（全3回）13:30～15;00

 ところ ①③石巻地区市民館②チロル

の農園

 申込み 8/31㈫までに石巻地区市民館

（☎88・1317）

［共通事項］

   23387
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脳の健康教室 学習サポーター

認知症予防のための簡単な読み書き、

計算を補助します。

 とき 10月～来年2月の週1回。午前

（一部午後）の3時間程度

 ところ あいトピア、各地域福祉センター

 その他 9/10㈮13:00～16:45に、あ

いトピアで開催する研修会への

参加が必要

 申込み 9/3㈮までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

フードバンクの食品

家庭や職場にある食品を集め、支援の

必要な家庭や子ども食堂を運営してい

る団体などへ提供します。

 対 象 賞味期限まで、おおむね2か月

以上ある食品（缶詰や乾物、お

菓子など）、調味料など

 申込み 8/4㈬～8/17㈫に直接、食品

などを東三河フードバンク、子

育て支援課、あいトピア、各地

域福祉センター、各窓口セン

ター、各地区市民館

 問合せ 東三河フードバンク（☎75・

3826）

   82144

令和3年10月採用 介護認定調査員

会計年度任用職員

 任 期 10/1㈮～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　

 定 員 若干名

 報 酬 月額193,145円。期末手当な

ど各種手当を支給

 試 験 面接、小論文　

 その他 募集要項は長寿介護課、ホーム

ページで配布　

 申込み 8/16㈪（必着）までに必要書類

を長寿介護課（〒440-8501住

所不要☎51・3133）

   60978

令和4年4月採用

豊橋市職員（高校卒対象）

 職 種  技術職（土木、建築、電気、機械）

 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 9/19㈰に個人面接、教養試験、

専門試験など

 その他 募集要項などは人事課、市役所

じょうほうひろばほかで配布

 申込み 8/2㈪～8/27㈮にホームペー

ジで必要事項を入力

 問合せ 人事課（☎51・2041）

   8399

明るい家庭づくり

作文・壁新聞

家庭での取り組みや工夫をテーマにし

た①作文②壁新聞を募集します。

 対 象 ①市内在住または在学の小学

1・3・5年生、中学1年生②市内

在住または在学の小学生

申込み 9/6㈪までに①は400字詰め原

稿用紙（小学1年生は2枚以内、

小学3年生は2～3枚以内、小学

5年・中学1年生は3～4枚以内）

の1枚目欄外に、②は模造紙（B

全紙1枚）裏面に題名、学校名、

学年、氏名を明記して、市内在

学者は各学校、市外在学者は直

接、生涯学習課（☎51・2846）

   55738

愛知県在宅重度障害者手当の所得

状況届の提出期限は8月31日㈫です

8月分以降も継続して愛知県在宅重度

障害者手当を受けるには、所得状況届

の提出が必要です。7月下旬に、受給者

宛てに通知を送付しました。8月6日㈮ 

を過ぎても届かない方は、お問い合わ

せください。

 問合せ 障害福祉課（☎51・2345 56・ 

5134）

   8025

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

男女共同参画標語・川柳

男女平等や家事、子育てなど男女共同参

画をテーマとした標語・川柳を募集します。

 対 象 東三河地域に在住・在学・在勤

の方

 その他 未発表の作品に限る。最優秀賞

（図書カード5千円分）などあり。

受賞作品の発表は9月下旬。作

品は、10/25㈪～11/4㈭に市

役所市民ギャラリーで展示

 申込み 9/3㈮までに標語または川柳

に住所、氏名（ふりがな）、年齢、 

電話番号を明記して市民協

働推進課（〒440-8501住所 

不要☎51・2188 56・5128 

shiminkyodo@city.toyo 

hashi.lg.jp）

   9414

市営墓地（再貸し出し）の利用者

 ところ 向山霊苑、飯村墓地、野依台墓

地、東細谷墓地

 対 象 市内在住の世帯主で、次のいず

れかに該当する方①焼骨があ

るが墓がない②市外に墓を持っ

ており、市内に改葬を希望する 

 その他 選考方法は公開抽選

 申 請 8/27㈮～9/3㈮に直接、申請書

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
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