
地域力向上講座

■姫街道の歴史を

　振り返りながら歩こう！

 とき 12/3㈯10:00～14:00

 ところ 姫街道（嵩山町）

 申込み 11/19㈯までに東陵地区市民館

（☎64・8088）

  23387

セミナー アンコンシャスバイアス

への気づきの大切さ

無意識の偏見をなくし、多様性を認め

合うことの大切さを学びます。

 とき 12/10㈯10:30～12:00

 ところ 男女共同参画センター「パルモ」

 講 師 市川麻波さん（アンコンシャス

バイアス研究所認定トレーナー）

 定 員 30人（抽選）

 その他 6か月児～小学3年生の託児あり

（予約制。1人150円必要）

 申込み 11/28㈪までに市民協働推進

課（☎51・2188）※ホームペー

ジからも申し込み可

  97928

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

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5年4月～翌年3月までに

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 11/29㈫、12/21㈬19:00に

市役所講堂で説明会あり

 申込み 来年1/31㈫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

アイプラザ豊橋 寄せ植え講座

春まで長く楽しめるかわいい寄せ植え

ビオラやガーデンシクラメンをブリキ

鉢に植えます。

 とき 11/25㈮10:00～12:00

 定 員 12人（申込順）

 料 金 5,800円

 その他 寄せ植えの持ち帰り可

 申込み 随時、アイプラザ豊橋（☎46・

7181）

朝倉川植樹 メンテナンス大会

川沿いの樹木の下枝切りや除草、清掃

などを行います。

 とき 11/12㈯9:30～11:30（荒天

中止）

 ところ 朝倉川（寺門橋～多米橋）

 その他 集合は東陽地区市民館グラウン

ド、解散は随時現地

 申込み 11/11㈮までに朝倉川育水

フォーラム 小林（☎080・6923・

5257）

 問合せ 河川課（☎51・2535）

  99195

認知症家族介護者交流会

参加者同士で交流し、リフレッシュし 

ます。

 とき ①12/3㈯、来年1/7㈯13:30～ 

16:30 ② 12/13 ㈫、1/10 ㈫

13:30 ～ 15:30 ③ 12/14 ㈬、 

1/11 ㈬ 10:00 ～ 12:00 

④12/15㈭、1/19㈭10:00～

12:00

 ところ ①豊橋商工会議所②あいトピ

ア③つつじが丘地域福祉セン

ター④保健所・保健センター

 料 金 ①各500円

 申込み 随時、①は認知症の人と家族

の会 愛知県支部（☎0562・33・ 

7048）。②は中央（☎54・7170）、

③は東部（☎64・6666）、④は南

部（☎25・7100）の各地域包括

支援センター

 問合せ 各申込先、長寿介護課（☎51・

2338）

  24204

催し・講座

がん患者サロン

患者や患者の家族同士で交流します。

 とき 11/16㈬14:00～15:00

 ところ 市民病院　

 定 員 30人（先着順）　

 問合せ 市民病院がん相談支援センター

（☎33・6290）

押しずしを作ってみよう

手のひらサイズの木枠を使って、押し

ずしを作ります。

 とき 11/18㈮13:30～16:00

 ところ 駒屋

 定 員 12人（申込順）

 料 金 1,500円

 持ち物 エプロン、三角巾

 申込み 11/1㈫10:00から駒屋（☎41・

6065）

デザイン書道年賀状講座

来年の干支「卯
うさぎ

」を描いた年賀状を作

ります。

 とき 11/13㈰10:00～12:00

 ところ 駒屋

 講 師 鈴木愛さん（デザイン書道家）

 定 員 20人（申込順）

 料 金 3,000円

 申込み 11/2㈬10:00から駒屋（☎41・

6065）

和心おもてなし

着付けと煎茶体験

 とき 11/19㈯、11/26㈯13:00～ 

16:00

 ところ 駒屋

 定 員 各10人（申込順）

 料 金 各1,000円 

 その他 着物の貸し出しあり（予約制。

料金必要）

 申込み 11/3㈷10:00から駒屋（☎41・

6065）

30



ふるさと納税を使って

学校に楽器を寄附しませんか

使用しなくなった楽器を寄附することで、

楽器の査定額に応じた税金の控除が受

けられます。

 申込み 楽器寄附ふるさと納税ホーム

ページで必要事項を入力

 問合せ 教育政策課（☎51・2805）

  76930

その他

愛知県最低賃金を改定しました

最低賃金が10月1日から時間額986円

（31円引き上げ）となり、県内の事業

所で働く全ての労働者に適用されます。

なお、特定の産業で働く労働者は愛知

県最低賃金よりも金額の高い、特定最

低賃金が適用される場合があります。

 問合せ 豊橋労働基準監督署（☎54・

1192）、商工業振興課（☎51・

2435）

  99199

11月12日㈯・13日㈰は

市役所が全館停電となります

電気設備定期点検による全館停電に伴

い、11月12日㈯は証明発行・マイナン

バーカード土曜窓口を休業し、両日、市

役所駐車場と展望ロビー・レストランは

利用できません。なお、夜間・休日窓口

を利用する方は市役所市民広場に駐車

してください。

 問合せ 資産経営課（☎51・2125）、市

民課（☎51・2272）※当日は夜

間・休日窓口（☎51・2421）

  61298

令和5年度採用

豊橋市任期付職員（育児休業代替）

 職 種 ①事務職②獣医師、動物飼育員

 定 員 ①10人程度②各1人

 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 合格者は候補者名簿に5年間登

載され、職員が育児休業を取得

した場合に必要に応じて順次採

用。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㈫～11/25㈮にホーム

ページで必要事項を入力

 問合せ 人事課（☎51・2040）

  8399

令和5年4月採用

会計年度任用職員

 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）、軽労

務、市税コールセンター、司書、

保育士、資源化センター現場職

員、動物飼育員③障害者業務

支援嘱託員、市有財産活用嘱

託員、国民健康保険外国人受

付事務、外国人就労支援嘱託

員、動物愛護管理指導員、特別

支援学校介護員

 定 員 ①各30人程度②各若干名③各 

1人

 給 与 報酬のほか、期末手当など各種

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、各窓口セン

ターほかで配布

 申込み 11/1㈫～11/25㈮にホーム

ページで必要事項を入力

 問合せ 人事課（☎51・2040）

  8399

市営住宅の入居者（11月分）

入居日 来年1/1㈷

 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 11/1㈫～11/11㈮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11/1㈫から豊橋市営住宅管

理センターで配布

  14208

令和5年4月採用 市民病院職員

 職 種 臨床工学技士

 定 員 2人

 給 与 給料のほか期末・勤勉手当など

各種手当を支給

 試 験 11/26㈯に適性検査、筆記、面

接など

 その他 11/9㈬に説明会あり。募集要

項は市民病院管理課、市役所

じょうほうひろば、市民病院ホー

ムページほかで配布

 申込み 11/18㈮17:00（必着）までに必要

書類を市民病院管理課（〒441-

8570住所不要☎33・6373）

フードバンクに寄付する食品

寄付していただいた食品は、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、離

乳食など）や調味料など

 申込み 11/16㈬～11/29㈫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、ファ

ミリーマート（市内10店舗）、

emCAMPUS EAST

 問合せ 東三河フードバンク（☎75・

3826）

  98516
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