
募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

植物園イベントのへや

出展者

 対 象 令和4年度に、植物に関する展

示会を希望する個人・団体

その他 展示期間は原則6日以上1か月

以内

 申込み 12/1㈬～12/20㈪に展示会

名、内容、希望期間、団体名、代

表者の氏名・電話番号を豊橋み

どりの協会（☎41・2185 41・

0201）

市民病院

会計年度任用職員（パート）

医師が行う事務作業の補助や支援を行

います。

 定 員 3人程度

 給 与 報酬のほか、期末手当など各種

手当を支給 

 試 験 書類審査、面接、適性検査

その他 必要書類など詳細は市民病院

ホームページ参照

 申込み 随時、必要書類を医療情報課

（〒441-8570住所不要 ☎33・ 

6498）

若者と市長の意見交換会

「にぎわいのあるまちづくり」をテーマ

に意見交換をします。

 とき 12/23㈭18:30～20:00

 ところ 市役所講堂

 対 象 市内在住・在学・在勤・出身の

20～35歳程度の方

 定 員 7人（抽選）

 申込み 12/13㈪までに住所、氏名、年

齢、電話番号、メールアドレス、

出身地を広報広聴課（〒440-

8501住所不要☎51・2166 

56・5711 kohokocho@

city.toyohashi.lg.jp)

   17535

とよはしまちなか

スロータウン映画祭

①役所広司 シネマ＆トーク

 とき 1/30㈰10:30～17:30　

②スロータウンシネマ（18作品）

 とき 2/5～2/27の土・日曜日　

③石川慶「Arcアーク」シネマ＆トーク

 とき 2/12㈯18:30～21:30

［共通事項］

 ところ 穂の国とよはし芸術劇場「プラット」

その他 上映作品など詳細は、とよはし

まちなかスロータウン映画祭

ホームページ参照

チケット ①③は12/4㈯、②は12/11㈯

からプラットチケットセンターで

販売※各初日はオンライン販

売のみ

 問合せ とよはしまちなかスロータウン

映画祭実行委員会事務局（☎

52・9980）、まちなか活性課（☎

55・8101）

支 援

郷土関係出版物の出版経費を

補助します

 対 象 市内在住の個人・研究グループ

が1～12月に自費出版した文

学、本市の文化・自然・歴史など

を内容とした出版物　

補助額 1件につき印刷刊行費の10％

（限度額10万円）　

 申込み 12/1㈬～1/31㈪に申込書、出

版物4部（返却可）などを「文化

のまち」づくり課（☎51・2874）

※申込書は「文化のまち」づく

り課、中央図書館、ホームペー

ジで配布

   6683

催し・講座

史跡馬越長火塚古墳群の確認調査

古墳群のうちの1基の発掘調査が見学

できます。

 とき 12/6㈪～1/21㈮9:00～16:00

（木・土・日曜日、祝日、年末年

始を除く。雨天中止）　

 ところ 口
く ち

明
あけづかみなみ

塚南古墳（石巻本町）

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

とよはしみんなのまちなか絵画展

障害者が描いた絵画作品が鑑賞でき

ます。

 とき ①12/4㈯、12/5㈰※12/5㈰ 

は 15:00 ま で ② 12/9 ㈭ ～

12/23㈭③1/15㈯～1/27㈭

 ところ ①こども未来館「ここにこ」②市

役所市民ギャラリー③まちなか

図書館

 問合せ 障害福祉課（☎51・2347）

   32563

オンライン

豊橋男女共生フェスティバル

コロナ禍での家庭内の男女平等を考え

ます。

 とき 1/16㈰10:00～12:00

 講 師 石井クンツ昌子さん（お茶の水

女子大学理事副学長）

 定 員 ①490人②75人（各申込順）

その他 ①はオンライン会議システム

「Zoom」で受講。②は市役所

講堂で視聴

 申込み 12/24㈮までに①ホームペー

ジで必要事項を入力②申込書

を郵送またはファックスで市民

協働推進課（〒440-8501住所

不要 56・5128）※申込書は

市民協働推進課、男女共同参画

センター「パルモ」ほかで配布

 問合せ 豊橋男女共生フェスティバル実

行委員会事務局（市民協働推進

課内☎51・2188）

   88258
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豊橋牟呂坂津土地区画整理

審議会委員選挙

■選挙人名簿の縦覧

 とき 12/15㈬～12/28㈫8:30～

17:15

 ところ 区画整理課（土・日曜日は市役

所東Ｂ11会議室）

■立候補・立候補推薦届の受付

 とき 1/25㈫～2/3㈭（土・日曜日を

除く）

■投票・開票

 とき 2/20㈰

［共通事項］

 問合せ 区画整理課（☎51・2662）

令和4年度学校給食用物資納入の

入札登録手続きをしてください

 対 象 新規で入札への参加を希望し、

市区町村税を滞納しておらず、

2年以上営業しているなどの資

格を満たす方　

 申 請 1/11㈫～1/31㈪8:30～17:00 

に申請書を豊橋市学校給食協

会（南部学校給食共同調理場

内〒441-8063橋良町字向山

4-41☎45・4511）※申請書は

1/11㈫から豊橋市学校給食協

会、ホームページで配布

   32391

入札参加希望者は

名簿登録手続きをしてください

 対 象 令和4・5年度に①建設工事・設

計コンサルタント、②物品調達・

委託業務の入札参加を希望す

る方

その他 ①は事前にICカード、カードリー

ダーが必要。申請要件など詳

細はホームページ参照

 申 請 1/4㈫～2/15㈫（土・日曜日、

祝日を除く）8:00～20:00に、

あいち電子調達共同システム

で必要事項を入力後、必要書類

を契約検査課（〒440-8501住

所不要☎51・2150）

   88878

私のB級!?コレクション展 出展者

収集したコレクションや制作した作品

などを展示します。

 とき 3/12㈯、3/13㈰10:00～17:00

 ところ 市民文化会館

 定 員 6組（申込順）

 申込み 12/1㈬～1/31㈪に申込書を

市民文化会館（☎61・5111 

64・1356 toyo-bunka@

bunzai.or.jp）※申込書は市民

文化会館、市民文化会館ホーム

ページで配布

令和4年4月採用

会計年度任用職員

 職 種 地区市民館長（社会教育指導員）

 定 員 若干名

 給 与 報酬のほか、期末手当など各種

手当を支給

 試 験 書類審査、面接、適正検査

その他 勤務時間など詳細はホームペー

ジ参照。募集要項は生涯学習

課、ホームページほかで配布

 申込み 1/7㈮（必着）までに必要書類を

生涯学習課（〒440-8501住所

不要☎51・2849）

   89592

市民協働推進補助金

（つつじ、くすのき）の事業企画

市民活動団体などが行う活動を、資金

面から応援する補助金の事業企画を募

集します。

 対 象 令和4年4月～翌年3月に実施

する事業で、主に市内で地域の

課題を解決するもの

 補助額 ［つつじ］上限5万円［くすのき］

上限30万円（各区分に補助率

の設定あり）

 その他 12/10㈮19:00に市役所講堂

で説明会あり

 申込み 1/7㈮までに必要書類を市民

協働推進課（☎51・2483）※必

要書類は市民協働推進課、カリ

オンビル、ホームページで配布

   10339

その他

市役所などの窓口業務を休みます

12月29日㈬～1月3日㈪は、市役所や

各窓口センターなどの窓口業務を休止

します。その他、公共施設の業務につ

いては各施設へお問い合わせください。

 問合せ 広報広聴課（☎51・2165）

   21406

固定資産税第3期分、国民健康保険税

第6期分の納期限は12月28日㈫です

お近くの金融機関、コンビニエンスス

トアなどで納付してください。納税に

は手間のかからない口座振替が便利で

す。また、クレジットカードやキャッシュ

レス決済でも納付できます。

 問合せ 納税課（☎51・2235）

   5742

農地の荒廃を防ぎましょう

荒廃農地は、病害虫の発生源となるほ

か、有害鳥獣のすみかとなるなど近隣

耕作地へ悪影響を及ぼします。また、

廃棄物が不法投棄されるおそれもあり

ます。作付け予定がない農地でも荒廃

を防ぐため、草刈りや耕起作業を行い

ましょう。

 問合せ 農業支援課（☎51・2475）

   61739

 

男女共同参画標語・川柳の

入賞者が決まりました

■一般の部 最優秀賞

困ったら 気軽に相談 できる町

平山憲子さん

■中学生の部 最優秀賞

それぞれに 個性があるから 良さがでる　

小栁貴翔さん

［共通事項］

その他 受賞作品は男女共同参画セン

ター「パルモ」で展示

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2188）

   9414
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