募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

フードバンクの食品

56年間ありがとう！
市民プールお別れイベント
水を抜いたプールに、絵やメッセージ

催し・講座
支え合い活動等支援講座

が描けます。
とき 11/6㈯10:00～16:00

支え合い活動に生かせる、傾聴などの
技術を学びます。

家庭や職場にある食品を集め、支援の

その他 市民プールの思い出写真や利

必要な家庭や団体などに提供します。

用者からのメッセージの展示あ

対 象 賞味期限まで、おおむね2か月

り。展示の内容など詳細はホー

ところ あいトピア

ムページ参照

講 師 鎌倉利光さん
（愛知大学教授）

以上ある食品
（缶詰や乾物、離
乳食など）
、調味料など

問合せ「スポーツのまち」づくり課
（☎

51・2864）

申込み 11/17㈬～11/30㈫に直接、

食品などを東三河フードバンク、

とき 11/19㈮13:30～15:00

定 員 50人
（申込順）
申込み 11/12㈮までに豊橋市社会福

祉協議会
（☎52・1111）

87891

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

支 援

ター、各地区市民館
問合せ 東 三 河フ ードバ ンク
（☎ 75・

3826）
82144

葦毛湿原市民ハイキング

ぼうこう

ストマ
（人工肛門・人工膀胱）
用装具の
保管場所を提供します

岩田運動公園や熊野神社など約10km
のコースを歩きます。
とき 11/28㈰9:30～14:00
（小雨

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。

定 員 300人
（申込順）

ところ 市役所、保健所・保健センター

料 金 200円

その他 保管できる容量は縦30cm×横

20㎝×厚さ10㎝まで
申込み 随時、直接、装具と障害者手帳

令和4年4月採用
会計年度任用職員

調理員
（保育課）
、外国人英語指

健康政策課
（☎39・9111）

88372

UIJターン就業奨励金を
ご利用ください
首都圏
（東京都、埼玉県、千葉県、神奈
川県）
からの就業者を正規に雇い入れ

護師、動物管理指導員、教育会

た事業者に奨励金を支給します。
対 象 市内に本店を有する中小事業

サイエンスコミュニケーター

者・企業団体
支給額 1人につき10万円
（1事業者に

5人程度④各1人

つき年度内10人まで）

手当を支給

ターほかで配布
申込み 11/1 ㈪～11/24 ㈬にホーム

ページで必要事項を入力。外

巡ります。
とき 12/4㈯
（雨天順延12/5㈰）
9:30

（随時、参加可。受け付けは14:00
まで）
その他 受け付けは普門寺客殿前。プレ

ゼント
（タオル）
あり
問合せ 文化財センター
（☎56・6060）

その他 就業者には移住支援金を支給

可能な場合あり。要件など詳細
はお問い合わせください

その他 募集要項などは人事課、市役所

じょうほうひろば、各窓口セン

史跡ウォーキング
普門寺ウォーク!
紅葉を観賞しながら、境内跡を自由に

助相談・指導員、就労支援員、看

給 与 報酬のほか、期末手当など各種

名、年齢を豊橋市体育協会
（☎

61849

健給食課）
④手話通訳、医療扶

定 員 ①各30人程度②各若干名③各

申込み 11/21㈰17:00までに住所、氏

63・3031）

導員
（ALT）
③軽労務、調理員
（保

館心理判定員、学芸員（歴史）
、

その他 集合・解散は岩田運動公園

を障害福祉課（☎51・2345）
、

職 種 ①一般事務、児童クラブ支援員

②一般事務
（障害者対象）
、司書、

決行）

申請

正規雇用後6か月～1年以内
に申請書などを商工業振興課
（〒440-8501住所不要☎51・
2435）
※申請書などは商工業

国人英語指導員は必要書類を

振興課、ホームページで配布

教育会館
（☎33・2113）

38942

問合せ 人事課
（☎51・2041）

8399
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電気機器などの PCBは
期間内に処分しましょう

令和4年度市立小・中学校
常勤講師・非常勤講師・支援員

従業員の出会いづくり応援企業
企業同士で、従業員の結婚を応援する

PCB は電気機器に使われていた有害

対 象 幼稚園教諭、小・中学校教諭、

な絶縁油で、機器の製造年によっては

養護教諭の教員免許所持者
（来

PCBが含まれている可能性があります。

年3月までに免許取得見込みの

昭和28～47年に国内で製造された変

方を含む）

イベントなどを開催します。
対 象 東三河地域に事務所がある事

業所など
申込み 随時、申込書を子育て支援課

圧器・コンデンサーおよび廃油・汚染さ

申込み 随時、直接、市販の履歴書、教員

れた容器などで、高濃度 PCB 含有のも

免許状または取得見込証明書

kosodate@city.toyohashi.

のは、来年3月31日㈭までに所有者が

の写し、該当者は更新講習修了

lg.jp）
※申込書はホームページ

確認証明書の写しを学校教育課

で配布

処分しなければなりません。処分方法
などは、お問い合わせください。
問合せ 廃棄物対策課
（☎51・2407）

（☎51・2826）

（☎ 51・2325

56・1705

38910

17533

15922

市営住宅の入居者
（11月分）
駅前窓口センター利用者などの
駐車料金を割り引きします

令和4年度採用
豊橋市任期付職員
（育児休業代替）

入居日 来年1/1㈷
対 象 原則、次の全てを満たす方①市

職 種 事務職

内在住・在勤②持家がなく住宅

駅前窓口センターや旅券センター豊橋

定 員 10人程度

に困っている③収入基準以下

窓口を利用した方のうち、豊橋まちち

給 与 給料のほか、期末・勤勉手当な

④暴力団員でない⑤市営住宅

か駐車場と豊橋えきちか駐車場に駐車
した方は、窓口に駐車券を持参すると、

ど各種手当を支給
その他 合格者は候補者名簿に5年間登

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

入庫から最初の30分までの駐車料金

載され、職員が育児休業を取得

申込み 11/1㈪～11/11㈭に申込書な

の割り引きを受けることができます。

した場合に必要に応じて順次採

どを豊橋市営住宅管理センター

なお、11月28日㈰以降は、パーク500

用。募集要項などは人事課、市

（☎57・1006）
※申込書などは

を利用した方も割引対象となります。

役所じょうほうひろば、各窓口

11/1㈪から豊橋市営住宅管理

問合せ 駅前窓口センター
（☎53・3315）
、

旅券センター豊橋窓口（☎53・6680）
6459

センターほかで配布
申込み 11/1 ㈪～11/24 ㈬にホーム

ページで必要事項を入力

センターで配布
問合せ 住宅課
（☎51・2600）

14208

問合せ 人事課
（☎51・2041）

8399

一日長と愛市憲章実践者が
決まりました

その他

職 種 技術職
（土木、電気、機械）
、保

11月11日㈭に、岡本華奈さん
（南部中
3年生）
が一日市長、山本朋采さん
（愛
知大学3年生）
が一日市議会議長、鈴木

爆音機による騒音の防止に
ご協力ください

育士、学芸員
（考古学）
、獣医師、
保健師、薬剤師、臨床心理士ま
たは公認心理師、教員
（看護専

那奈さん
（豊橋鉄道
（株）
）
が一日商工会
議所会頭、長田彩さん（豊橋農業協同

令和4年4月採用
豊橋市職員
（秋季募集）

スズメやカラスなどによる農作物の被

門学校）

組合）
が一日警察署長、大久保汐織さん

害を防止するための爆音機の使用に対

定 員 各若干名

（八町小6年生）が一日駅長、亀山利幸

して、苦情が多数寄せられています。

給 与 給料のほか、期末・勤勉手当な

さん
（ガーデンガーデン㈱）
が一日郵便

住宅や公道などが近くにあるような場

ど各種手当を支給

局長を体験します。また、愛市憲章実践

所では、防鳥網を張るなど、爆音機以

試 験 個人面接、適性検査など

者に酒井義明さんほか、フォト＆メッセー

外の対策を検討してください。また、

ジコンテストの最優秀賞に大木知子さ

爆音機を使用する場合には、近隣住民

んが決まりました。当日11:00に市役

に不快感を与えない程度の音量や作

所講堂で表彰式などを行います。

動間隔に調節するなどのご協力をお願

問合せ 豊 橋 市 民 愛 市 憲 章 推 進 協 議

いします。

会（☎56・1128）
、生涯学習課
（☎51・2846）
52191

23 広報とよはし 令和3年11月

問合せ 環境保全課
（☎51・2388）
、農

業支援課
（☎51・2475）
79836

その他 募集要項などは人事課、市役所

じょうほうひろば、各窓口セン
ターほかで配布
申込み 11/1 ㈪～11/22 ㈪にホーム

ページで必要事項を入力
問合せ 人事課
（☎51・2041）

8399

