■市が主催する催しなどへの参加にあたって、

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information

日7日前までに担当課へお申し出ください。
■市役所への郵送物は、郵便番号
（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。
■みよし市の市外局番は0561です。

※採用の結果は応募者全員に通知しま

せします。

お知らせ

特別職報酬等審議会委員募集

地方税の電子納付

人事課 ☎32-8351 N32-2165

納税課 ☎32-8051 N76-5103

{jinji＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

す。

全国家計構造調査

企画政策課 ☎32-8005 N 76-5021

市長、副市長および教育長の給料の

総務省統計局では本年10月から11

の運用が開始され、eLTAXを利用して、

額や市議会議員の報酬の額などに関す

月までの2カ月間、全国家計構造調査

全国の地方公共団体へ法人市民税や個

る審議を行う委員を募集します。

を実施します。この調査は、皆さんに

人住民税（特別徴収分）の電子納付が

期間 任命日～審議終了

日々の収入や支出などを回答していた

可能となります。詳しくは

報酬 会議1回につき7,000円

だき、国民生活の実態を明らかにする

eLTAXのホームページをご

対象 次の全てに該当する人

ものです。調査結果は、社会保障や福

①市内在住で満18歳以上

祉政策の検討など、国民生活に身近な

②平日の昼間に開催する審議会に出席

政策に役立てられます。一人一人の回

10月から地方税共通納税システム
エルタックス

覧ください。

ホームページ

また、国税（特に源泉所得税）の納付
についても、簡単・便利な電子納付（ダ
イレクト納付）をご利用ください。こち
らは豊田税務署（管理運営部門☎056535-7772）
へお問い合わせください。

停電情報お知らせサービス

できる
（任期中3回開催予定）
③一般職の国家公務員および地方公務
員でない
人数 2人

選考 書類選考

申込 9月13日
（金）までに①申込書
（様

式自由）に住所、氏名、電話番号、

答が、日本のよりよい未来をつくりま
す。調査へのご協力をお願いします。

暮らしの便利帳

企画政策課  ☎32-8005  N 76-5021
市政における暮らしに役立つ情報を

中部電力株式会社豊田営業所

職業、生年月日、応募理由
（簡潔

まとめた地域行政情報誌
「暮らしの便

☎0120-988-554

に記入）
、②レポート
（1,000字程

利帳」を、市と株式会社サイネックス

度。テーマ
「応募の動機について」
）

が官民協働事業で作成します。紙面の

間停電が広範囲で発生したことから、

を人事課へ郵送、ファクス、メー

広告を募集するため、株式会社サイネ

非常災害時にも停電情報をより多くの

ル、または直接

ックスが9月から10月までに市内の

中部電力は、昨年、台風による長時

皆さんに伝えることを目的としたスマ

※申込書・レポートは返却しません。

事業所を訪問することがあります。皆

ートフォンアプリ「停電情報お知らせ

※応募人数が募集人数に満たない場合

さんのご理解をお願いします。なお、

サービス」を開始しました。防災対策

でも、選考基準に達していない場合は

暮らしの便利帳は令和2年1月頃に全

の一助としてご活用ください。

採用しないことがあります。

戸へ配布予定です。

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110
iPhone用

Android用

三好ケ丘駅前広場再整備工事

道路河川課  ☎32-8020  N 34-4429
令和3年3月までの予定で、三好ケ丘
駅前広場の再整備工事を行います。工
事期間中は、利用者の皆さんにご迷惑
をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。工事による規制など、
詳しくは今後、駅前広場などでお知ら
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防犯対策をしましょう
みよし市内の刑法犯総数は、昨年
に比べて－78件
（－32.1％）と減少

傾向にあります。しかし、人口1,000人当たり
の刑法犯認知件数は2.66件と、豊田市の2.59
件よりも多くなっています。隣接の豊田市では、
空き巣、事務所荒し、自動車盗、部品ねらい、
車上ねらいが県下ワースト1位となっています
ので、引き続き防犯対策をお願いします。

みよし市内の主な犯罪
（平成31年1月
発生状況
～令和元年6月）
空き巣
6件
自動車盗
2件
部品ねらい
3件
車上ねらい
9件
自転車盗
16件
その他
129件
刑法犯総数 165件

「譲ります」
「譲ってください」
環境課 ☎32-8018 N76-5103

【譲ります】

場所 明知町の柿畑 他
対象 10月中旬～11月下旬に柿を収穫

できる人

男女共同参画ステップアップ
セミナー・スキルアップ講座

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702

定員 先着で20口
（複数口申込可）

大正琴、譜面台、調律器、電動アシス

費用 1口10,000円

{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ト付き自転車

申込 産 業課または、JAあいち豊田グ

内容 ① 働く女性応援
「若々しく元気に

リーン ス テーション 三 好（☎32-

なるメイクアップレッスン」
、②親

1082）へ電話

子でチャレンジクッキング「パパ

【譲ってください】
保育園のスモック、麻雀のゴムマット
【交渉の流れ】
希望者は環境課へ電話連絡後、登録
者と直接交渉し、結果を環境課へ連絡
してください。
【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間

といっしょに作っちゃおう！」

催し・講座

日時 10月5日
（土）10：00～11：30
場所 おかよし交流センター

秋期日本語ボランティア
入門講座

講師 ①JMANメイクアップクリエータ
ひ ろ せ

か

よ

ーの広 瀬佳 世さん、②NPO法人

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702

ファザーリング・ジャパン理事の
よ こ い ひ さ し

要件 無料で譲渡でき、住所や電話番号

日本語で困っている人に、日本語を

などを希望者に教えられる人

指導するボランティアになりませんか。

対象 ① 市内在住・在勤の女性、②市内

日時 9月18日～11月13日の毎週水曜

在住・在学の小学生とその父親



申込 品 名とその詳細情報
（品質状態、

購入年月日など）を明らかにして、
環境課へ電話、または直接

特産品シール
（柿）
配布開始

産業課  ☎32-8015  N 34-4189

定員 ①先着で20人、②先着で12組

日10：00～11：30（全8回）
場所 市民活動センター1階多目的室1

かみ

講師 日本語サークルボランティアの上
むら け

え

こ

いずみ きょうこ

こん どう

村桂恵子さん、泉恭子さん、近藤
ゆ

み

こ

裕美子さん
教室でのボランティア活動に参加

含む）
託児 先着で5人
（9月20日
（金）
までに予

学児に限る）
申込 9月20日
（金）ま で に、 住 所、 氏

名
（②の講座のみ子どもの氏名･年

してみたい人
※外国語能力は問いません。

齢）
、電話番号、希望する講座名

定員 先着で12人

を明らかにして、協働推進課へフ

費用 無料

申込 9月13日
（金）までに協働推進課へ

電話、または直接
した特産品シール
（丸型85mmおよび

費用 ①500円、 ②1,300円
（材 料 費 を

約が必要。生後6カ月以上の未就

対象 講座終了後、市が主催する日本語

市の特産品である柿の品種を明記

横井寿史さん

外国人のための日本語教室

ァクス、メール、または直接

市民囲碁大会

文化協会 サンライブ内

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702

☎34-3111 N34-3114

を9月2日（月）から配布しますのでご

日時 次のとおり

内容 5・6 チーム

利用ください。

○水曜教室…10月2日～3月11日の毎

30mm）を作成しました。富有、太秋

対象 市内で該当品種の農産物を生産し

ている農家
費用 無料

申込 産業課へ直接

柿オーナー募集

産業課  ☎32-8015  N 34-4189
市の特産品である柿のオーナーにな
って、この秋は自分の柿を楽しみませ
んか。
内容 栽 培農家が管理した柿の収穫
（1

週水曜日
（12月18日・25日、1月1日
を除く）10：00～11：30
○土曜教室…10月5日～3月21日の毎
週土曜日（11月23日（祝）、12月21
日・28日、1月4日を除く）10：00～
11：30
場所 市 民活動センター1階多文化共生

センター
対象 市 内在住・在勤・在学の16歳以上

で日本語を勉強したい外国人

によるリー
グ戦
日時 1 0月27日

（日）
9：00～
17：00
場所 中 部老人憩いの家大広間
（三好町

宮ノ越 30-1）
対象 市内在住・在勤・在学
費用 2,000円
（昼食代を含む。 中学生

以下は1,000円）
申込 10月12日
（土）までに文化協会囲
わたなべ まさかず

口1～2樹、 収 穫 量 最 低30kg
（約

費用 無料
（テキスト代が別途必要）

（☎
碁部会の渡 邊眞 和さんへ電話

150個）
保障）

申込 不要。開催日に会場へ直接

36-4276）
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催し・講座
第2回野菜づくり講習会
緑と花のセンター

の姿を通して、お菓子への憧れを描い

講師 あいちマザーズハローワーク就労

た作品です。

支援ナビゲーター 他

日時 9月14日
（土）12：00～

対象 次の全てに該当する人

場所 サンアート小ホール

①子育てをしながら早期
（おおむね3カ

費用 無料

申込 整理券を9月3日
（火）から市民課、

☎34-6111 N34-6161

サンネット、サンアートの各窓口
で配布（1人3枚まで。予定枚数を
配布次第終了）

月以内）の就職を目指している
②ハローワークに求職登録をしている
（セミナー申し込み時に登録可）
③3回とも参加できる

ジョブサポートみよしの講座

④他市で開催されたハローワーク主催
のパソコンセミナーに参加したこと

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内

定員 先着で15人

☎33-1860 N32-8222
大根、白菜、ブロッコリーを自分で

がない

【若者向け就労支援セミナー】

費用 無料

託児 あ り
（9月27日（金）までに予約が

必要。6カ月～未就学児に限る）

作ってみませんか。土作りや苗の植え

自分を知り、相手を知る、人間関係

付け、追肥、手入れの仕方などを学び

に悩まない方法を学びませんか。就職

申込 9月2日
（月）
～30日
（月）
にジョブサ

ます。

後の仕事とコミュニケーションのあり

ポートみよしへ電話、または直接

日時 9月21日
（土）10：00～11：00（少

方、人間関係につまずかない心のト

雨決行）

レーニング方法を紹介します。

場所 緑 と花のセンター内指導農園
（時

計台広場前に集合）
対象 市内在住・在勤
費用 無料

定員 先着で20人

日時 9月25日
（水）13：30～15：30
場所 ジョブサポートみよし

子さん

市民課 ☎32-8012 N32-8048

近年巧妙化する振り込め詐欺などの
特殊詐欺対策として、高齢者を対象と

対象 40歳未満で就職活動中の人、ま

たはその家族
定員 先着 20 人

人権啓発映写会
「エクレール お菓子放浪記」

{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
み ち だ とも

こ

のセンターへ電話、ファクスまた
は直接

防災安全課  ☎32-8046  N76-5702

講師 人材育成コンサルタントの道田智

持物 軍手・長靴

申込 9月1日
（日）～17日
（火）に緑と花

特殊詐欺撲滅講習会

した防犯講習会を開催します。ぜひご
参加ください。

費用 無料

内容 豊田警察署生活安全課による特殊

申込 9月2日
（月）
～18日
（水）
にジョブサ

詐欺講話、愛知県警察本部防犯活

ポートみよしへ電話、または直接

動専門チーム
「のぞみ」
による寸劇

【子育てママのライフプラン & パソコ
ンセミナー】

日時 10月11日
（金）14：30～15：45
場所 おかよし交流センター
（ひばりケ丘

人権意識の普及高揚を目的に、原

子育てをしながら就職を目指してい

作・西村滋さん、監督・近藤明男さん、

るママを応援するため、Word・Excel

対象 市内在住で65歳以上とその家族

遠藤憲一さん、高橋惠子さん、いしだ

などのパソコンの基本操作のセミナー

定員 抽選で20人程度

あゆみさん出演の映画
「エクレールお

を開催します。

申込 9月20日
（金）までに住所、氏名、

菓子放浪記」を上映します。さまざま

日時 10月8日
（火）
・9日
（水）
・10日
（木）

にしむら しげる

こんどう あ き お

えんどう けんいち

たかはし け い こ

な出会いと別れを繰り返し、戦中・戦
後を必死に生き抜いていくアキオ少年

2-1-1）
費用 無料

生年月日、電話番号を明らかにし
て、防災安全課へ電話、ファクス、

10：00～16：00

メール、または直接

場所 ジョブサポートみよし

有料広告

2019 9

9

日
金

★祝日の午前診療あり ★メグリア三好店より西へ500m
受付時間

月

火

水

木

金

土

祝

AM8:35～12:00

○

○

○

○

○

○

○

PM3:35～７:15

○

○

○

／

○

／

／

★ネット予約できます

三好ヶ丘整形外科

検索

📞📞0561-33-0111／📞📞0561-41-8033
(お問い合わせ・ご予約)
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(リハビリ直通)

灰釉陶器づくり体験

歴史民俗資料館

にしまち じんでん

費用 S席6,500円、A席6,000円

場所 知立神社
（知立市西町神田12）他

申込 先 行 販 売 は9月23日
（祝）
10：00か

※会場に駐車場はありませんので、公

らレセプションホールで先着順に

☎34-5000 N34-5150

受け付け
（1人10枚まで）
。9月24

平安貴族が愛した文様入り灰釉陶器

日
（火）10：00から一般販売開始

づくりを体験しませんか。
日時 9月21日
（土）
9：00～16：00、10

マタニティヨガ・産後ヨガ

月19日
（土）
9：00～12：00
場所 サンライブ3階美術室
定員 先着で12人

花火は19：00～21：00）

場所 サンアート大ホール

かいゆう

費用 1,500円

ラグビーワールドカップ2019™
ファンゾーン in 愛知・豊田
ラグビーワールドカップ2019

三好さんさんスポーツクラブ

愛知・豊田開催支援委員会

明越会館内 ☎・N34-3621

☎0565-34-6786

{sansan@hm9.aitai.ne.jp

申込 9月10日
（火）
以降に歴史民俗資料

共交通機関をご利用ください。

パブリックビューイングイメージ図

お子さん連れで受講できますので、

館へ電話、または直接

お気軽にご参加ください。

サンアートの催し

内容 ①マタニティヨガ、②産後ヨガ

サンアート ☎32-2000 N32-3232

日時 ①9月10日
（火）14：00～15：00、

【ロビーコンサート】

②9月12日（木）13：00～14：00

日時 9月19日
（木）
19：00～20：30

場所 明越会館

場所 サンアート1階ロビー

対象 ①妊娠16週以上の妊婦
（主治医の

こと

許可が必要）、②女性

出演 箏 デュオことさと
（箏のアンサン

内容 400インチの大型スクリーンによ

ブル）、とりあえずカルテット
（フ

定員 先着で各5人

費用 1回1,500円

るパブリックビューイング、ラグ

ルートカルテット）
、Duoふた葉

持物 ヨガマット
（無料貸し出しあり）

ビートークショーや出場国・地元

申込 各 講座開催の3日前までの火・木・

の歌や踊りの披露、ラグビー体験

デ ュ オ

（ピアノ連弾）

金 曜 日9：00～15：00、 水・土 曜

費用 無料

【月見のゆうべ】

など

日9：00～12：00に、氏名、電話

日時 9 月20日
（金）
・23日（祝）15：00

日時 9月23日
（祝）
18：30～20：30

番号を明らかにして、三好さんさ

～22：00、9月28日（土）、10月

場所 ふるさと会館庭園
（雨天時は屋内）

んスポーツクラブへ電話、メール、

５日（土）12：00～22：00、10月

出演 BLENZE
（オカリナアンサンブル）
、

または直接

12日（土）10：00～22：00、10

ブ

レ

ン

ズ

ほほえみてい

た

（落語）
微笑亭さん太さん
申込 不要。会場へ直接

【吉田兄弟×レ･フレール

月13日（日）15：00～22：00、

秋葉まつり

費用 350円
（呈茶付き）

スペシャル

コラボコンサート】

10月19日（土）
・20日（日）15：00

知立市観光協会

～21：15、10月26日（土）15：

☎0566-83-1111（代表）

0 0 ～ 1 9：0 0 、 1 0 月 2 7 日（ 日 ）

昼間は、若衆が玉箱を担ぎ、長持唄

津軽三味線と一台4手のピアノ連弾。

を歌いながら威勢よく各町内を練り歩

魅せるパフォーマンスと魂を揺さぶる

きます。夕方になると知立神社に宮入

音色をお楽しみください。

りし、勇壮な手筒花火を披露します。

日時 12月14日
日時 9月22日
（土）
17：30～
（手 筒
■8/7入稿
0807_愛知県_みよし市広報誌_相談会h
48w 18 0 _（日）
4 c 9：00～21：30

15：00～20：00、11月2日（土）
15：00～20：30

はちまん

場所 ス カイホール豊田
（豊田市八 幡町

1-20）
費用 無料
（試合観戦チケット不要）

有料広告
集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料個別相談会をご利用ください

型肝炎訴訟
（給付金請求）について

無料 相談会
個
別

を
行
い
ま
す
。

10
日
程
・
会
場

(木)

10
(金)

10
(土)

10
(日)

対象者

3 おおぶ文化交流の杜
4 刈谷商工会議所

会議室３

中会議室

完 全
予約制

5 岡崎市せきれいホール 集会棟１階 101号室
6 安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ 本館1階 多目的室1
昭和 16 年7月 2 日～
50万円～3,600万円
給付金
昭和 63年1月27日 生まれ
※病態に応じて給付金等の内容が
※ご遺族の方も給付金請求できます

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

0120-013-621
〈ご予約受付時間〉平日 9 : 00 ～18 : 00
個別面談なので、他の方と
顔を合わすことはございません。

弁護士
費用

異なります

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A 【営業時間】平日 9：00～18：00
□E-mail:info@precious-law.jp
□TEL 03-5363-6333
□FAX 03-5363-6334
□http://precious-law.jp/

着手金・相談料 無料
成功報酬制 ※訴訟実費
別途

無料電話相談 も
同時受付中！ お気軽にお電話ください
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催し・講座
豊田市コンサートホール・能楽堂
の催し
豊田市コンサートホール・能
楽堂 ☎0565-35-8200

場所 愛 知県立岡崎高等技術専門校
（〒

「ゆかしい能装束の世界」
、②か～

日時 10月12日
（土）10：00～11：30

24）

場所 豊 田工業高等専門学校図書館
（豊
えいせい

費用 ①・②2,600円、③5,600円

田市栄生町2-1）

申込 9月2日
（月）～26日
（木）に講座名、

申込 不要。会場へ直接

氏名、生年月日、住所、電話番号、
職業を明らかにして、愛知県立岡

名古屋大学農業ふれあい教室

リムト×ウィーン音楽」

adm.nagoya-u.ac.jp

にしまち

場所 ①豊田市能楽堂
（豊田市西町 1-200

豊田参合館 8 階）
、②豊田市コン
サートホール
（豊田参合館 10 階）
おおしま き ぬ え

出演 ①喜多流シテ方能楽師の大島衣恵

崎高等技術専門校へ往復はがき、

名古屋大学東郷フィールド

☎37-0200 {takatsuka.toshio@

日時 ①9月12日
（木）
14：00～、②9月

ひらばた

444-0802 岡崎市美合町字平端

るくラシック♪スペシャル版
「ク

29日
（日）
14：00～

みあい

内容 英文多読の原理と多読図書の紹介

ホームページ

内容 ① 能狂言が見たくなる講座第2回

内容 サツマイモとラッカセイの収穫体

またはメール

高浜市の祭り

高浜市役所文化スポーツグループ
☎0566-52-1111
（内線330）

験
日時 10月5日
（土）10：00～12：00
場所 名 古屋大学東郷フィールド
（東郷
もろわ

はたじり

町諸輪字畑尻94）

【おまんと祭り
（高浜市無形民俗文化財）
】
法被に地下足袋姿の若者が、円形に
組んだ馬場で、鈴飾りや造花を背負い

対象 小学生とその保護者

疾走する馬に向かって飛びつき、人馬

さん、能楽研究家の田﨑未知さん、

定員 先着で15組

一体となって駆け回る勇壮なお祭りで

② ウィーン・フィル ハーモ ニー管

申込 9月6日
（金）～16日（祝）に児童氏

弦楽団コンサートマスターのライ

名
（ふりがな）
、学校名・学年、保

ナー・ホーネックさん 他

護者氏名、連絡先
（住所、電話番

たざき み

ち

費用 ① 1,000円
（学生は500円）、②

1,000円
（4歳～中学生は500円）
申込 ホームページから予約

費用 無料

号）
を明らかにして、東郷フィール

す。
日時 10月5日
（土）
･6日
（日）
9：00ごろ～

17：00ごろ
かすが

はっけんしゃ

かすが

場所 春 日神社、八 劔社
（高浜市春 日町

二丁目）

ドへメール

しゃほうきゅう

【射放弓
（高浜市無形民俗文化財）
】

スキルアップ講座

豊田高専の催し・講座

お弓奉納の儀として、約360年の歴
かみしも

愛知県立岡崎高等技術専門校

史を誇るお祭りです。裃に大小の刀を

豊田工業高等専門学校総務課

☎0564-51-0775

差した武者姿の若者が、厳しい作法に

☎0565-36-5828

N0564-52-4568

N0565-36-5930

ホームページ

【高専生とヒンメリ作り＆稲刈り体験】

ホームページ

のっとり、東西へ白羽の矢を放ちま

{okazaki-senmonko@pref.aichi.lg.jp

す。放たれた矢は、見学者が争うよう

内容 ①NCプログラミング基礎講座、

に拾い、護符として家に飾る風習があ

日時 9月29日
（日）
9：00～16：30

②PLCプログラミング基礎、③旋

ります。

場所 豊田市笹戸町
（名鉄豊田市駅集合）

盤作業の基本操作

日時 ①10月12日
（土）
、②10月13日
（日）

ささど

対象 小学4～6年生

定員 抽選で15人

日時 ①10月17日
（木）
・18日
（金）
、②10

費用 500円

月26日
（土）
・27日
（日）
、③10月29

申込 9月16日
（祝）まで
（詳細はホーム

日
（火）
～11月1日
（金）
9：10～16：

ページを参照）
有料広告
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【100万語英語多読体験会】

広報みよし

2019 年 9 月号

30
（①・②は2日目は15：40まで）

日の出～14：30ごろ
はちまんしゃ

はちまん

場所 ① 八 幡社
（高浜市八 幡町四丁目）、
しんめいしゃ

よしかわ

（高浜市芳川町二丁目）
②神明社
※公共交通機関を利用してください。

鳥獣害に関する
実用化技術研究会

日時 9月13日
（金）14：00～15：00

対象 市内在住

場所 市民病院会議室

持物 過 去にこの企画に参加した人は

対象 市 内在住の40歳以上で認知症予

愛知県農業総合試験場
企画普及部広域指導室  

集落ぐるみの鳥獣被害対策の取り

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子

費用 無料   申込 不要。会場へ直接

などでの日差し対策をお願いします。
申込 不要。集合場所へ直接

献血・骨髄バンクドナー登録

自殺予防週間

健康推進課 保健センター内

組み事例
（豊田市大平地区）
、捕獲

☎34-5311 N34-5969

檻への反応調査に基づく効果的な

日時 9 月14日
（土）10：45～12：00、

健康推進課 保健センター内

13：15～16：30
（骨髄バンクのド

イノシシ捕獲について
日時 10月10日
（木）
13：30～16：00
場所 豊 田市民文化会館小ホール
（豊田
こ ざ か

市小坂町12-100）

健康・福祉
就学前障がい児の
発達支援の無償化

福祉課 ☎ 32-8010 N34-3388
幼児教育の無償化に伴い、就学前の
障がい児の発達支援も無償化となりま
期間 満3歳になった後の最初の4月～
対象 児童発達支援事業、保育所等訪問

で抱え込まず、助けを求めることが何

対象 17歳
（女性は18歳）～69歳の健康

よりも大切です。保健所や専門機関にご

な人
（65歳以上は60歳～64歳の

相談ください。また、周りの悩んでい

間に献血の経験があること）

る人にも紹介してあげてください。衣

持物 健 康保険証など本人確認ができ

浦東部保健所では、こころの健康相談

るもの、献血カードまたは献血手

を実施していますのでご利用ください。

帳
（持っている人のみ）

相談 平 日9：00～16：30
（12：00～13：

00を除く）に衣浦東部保健所健康

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう

支援課こころの健康推進グループ
へ電話（☎0566-21-9337）

☎34-5311 N34-5969

介護保険の地域密着型サービス
事業を整備する法人の決定
長寿介護課 ☎ 32-8009 N34-3388

時間30分かけて歩く

市内で地域密着型サービス事業を整

日時 10月4日
（金）9：30～11：30

支援 他

9月10日から16日までは自殺予防週

場所 サンアート玄関前

内容 約4kmのコース
（境川緑地）を約1

小学校入学までの3年間

☎34-5311 N34-5969
間です。悩みや不安がある人は、一人

ナー登録は10：45～16：00）

健康推進課 保健センター内

す。

健康記録手帳と名札

防や健康管理に興味がある人

☎62-0085 N63-0815
内容 獣 害対策に関する試験研究成果、

費用 無料

えいゆうかい

他 令 和元年9月1日現在で市が利用

※8：00の時点で雨天の場合は中止と

備する法人が、社会福祉法人永熊会に

決定している人は、無償化の対象

なります。また、警報発表・荒天時は

決定しました。
認知症対応型共同生活介護
（認知症

中止になる場合があります。

（事務手続きは不要）

場所 境川緑地公園に集合
（下図参照）

みなよしカフェ

みなよし地区地域包括支援センター

珈琲屋
らんぷ

境川

内容 参加者交流会、脳トレやコグニサ

イズなどの健康講座

×2ユニット）
として令和3年4月までに

ファミリー
マート

市民病院内 ☎ 33-3502 N33-3501

対応型グループホーム、入所定員9人
事業を開始する予定です。また、地域
密着型特別養護老人ホーム
（定員29人）
、

三好井ノ口

ショートステイ（定員10人）を併設し

集合
場所
※駐車場に限りがあります。

W1 80mm H48mm

ます。

有料広告

番組のご案内

ひまわり12 / 地デジ12ch
さんさんチャンネル / CATV123ch

『ボクらの学 び舎 』
地元小学校と元気な児童を紹介する番組です。
学校ごとに取り組んでいる
「特色のある授業」
などを紹介！
今回はご覧の2校です。お楽しみに‼
ひまわりくん

北部小学校
緑丘小学校

初回放送
初回放送

9月 7日
（土）
午前８時00分～８時15分（ひまわり12ch）
9月21日
（土）

＊その他の再放送日程はひまわりネットワークの番組表、
または電子番組表(EPG)でご確認ください。

ラジオ・ラブィートからのお知らせ
大学生がみよしを取材！

『み よしコミュニ ティニュー ス 』
毎週、地元の大学生がみよしの催しなどを取材
し、学生目線で伝えています！
土曜 午後3時50分～4時
三好ヶ丘カリヨンハウスから公開生放送！
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健康・福祉
みよし市民病院健康教室

場所 福祉センター3階大ホールA・B
対象 市 内在住で1人暮らし
（世帯分離

は除く）の65歳以上

市民病院 ☎ 33-3300 N33-3308

定員 先着で50人

内容 筋肉量アップのための栄養と運動

申込 9月19日
（木）～10月10日（木）に

費用 500円

日時 9月25日
（水）
14：00～15：00

参加費を添えて、社会福祉協議会

場所 市民病院1階会議室

へ直接

講師 市民病院職員の管理栄養士、理学

療法士
定員 先着で25人

費用 無料

申込 市民病院リハビリテーション課へ

電話または直接
ネ ッ ト

NET119説明・登録会

おおてまち

場所 衣浦東部保健所
（刈谷市大手町1-

12）3階大会議室
講師 安城更生病院リハビリテーション
あぜがみ よしひろ

科理学療法士の畔上佳広さん、作
やまもと ゆ

き

こ

業療法士の山本幸希子さん
対象 神経系難病患者とその家族、医療

介護関係者
費用 無料

就労に向けての勉強会・交流会

申込 9月18日
（水）までに衣浦東部保健

所へ電話

手つなぐ親の会 福祉センター内

子育て

☎ 34-1588 N34-5860
{miyoshiwiz@yahoo.co.jp
内容 手つなぐ親の会
（心身障がい児・者

を持つ親の会）の勉強会
「次のステ

尾三消防本部指令課

ップ、進路に向けて～より良い学

☎ 38-5119 N38-4119

校・家庭生活を考えよう～」

小学校就学時健康診断・知能検査
学校教育課 ☎32-8026 N34-4379

令和2年度、小学校に入学する子は、
健康診断と知能検査を受ける必要があ

聴覚・発話障がい者用緊急通報シス

日時 9月27日
（金）10：00～12：00

ります。案内を9月上旬に各保育園・幼

テム
「NET119」の説明・登録会を開催

場所 福祉センター3階大ホールA・B

稚園で配付、または学校教育課から送

します。NET119とは、スマートフォ

対象 学齢期の子の保護者

付しますので、確認をお願いします。

ンや携帯電話のインターネット機能を

費用 無料

保護者が付き添いの上、必ず受診して

使って119番通報するシステムです。

申込 9月20日
（金）までにお子さんの氏

ください。

利用には事前の登録が必要ですので、

名、電話番号、学校名、学年を明

なお、当日都合がつかない人、転居

説明・登録会に参加してください。す

らかにして、手をつなぐ親の会へ

や転出などにより現在お住まいの学校

でに登録している人も、操作方法の確

メール

区と違う小学校に入学予定の人、受診

認などのため、ぜひご参加ください。
日時 10月5日
（土）
10：00～12：00
場所 日 進市民会館展示ホール
（日進市
おりど

かさでらやま

折戸町笠寺山62-3）
対象 み よし市・豊明市・日進市・長久手

地域交流フェスティバル

地域活動支援センターサン・クラブ
☎ 0565-48-3058
病気のこと、病院のことを知る機会

会場が分からない人、障がいがある場
合で配慮すべき事項がある人は、事前
に学校教育課へ連絡してください。

人形劇

なかよし地区子育て支援センター

市・東郷町在住で、聴覚、発話に

として、ぜひお越しください。

障がいのある人

内容 ステージショー、院長対談、飲食・

子育て総合支援センター内

費用 無料

施設販売、体験ブース（革細工、

☎34-1250  N34-0501

持物 使 用中のスマートフォン・携帯電

スクラッチアート）、抽選会

内容 人形劇サーク

話
※「web119.info」のドメインからメー
ルが受信できるよう、事前の設定をお
願いします。
申込 不要。会場へ直接

日時 9月29日
（日）10：00～15：00

ル
「ぐ・ちょき・

場所 医 療法人研精会豊田西病院
（豊田

ぱ」
による
「山

ほ

み

よこやま

市保見町横山100）
費用 無料

の 音 楽 家」、
「は ら ぺ こ あ
おむし」

神経系難病患者・家族のつどい

日時 9月27日
（金）10：30～11：10

衣浦東部保健所 健康支援課

場所 子育て総合支援センター

社会福祉協議会 福祉センター内

地域保健グループ

対象 未就園児とその保護者

☎ 34-1588 N34-5860

☎0566-21-9338 N0566-25-1470

定員 抽選で40組

内容 講 演
「療養生活に取り入れられる

申込 9月13日
（金）～20日（金）9：00～

元気になる食事会

親睦を深めるための食事会です。一
緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
内容 食事会とアトラクション鑑賞
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日時 10月24日
（木）11：30～13：30

広報みよし

2019 年 9 月号

工夫とリハビリ」、交流会
日時 9月27日
（金）14：00～16：00

費用 1人15円

16：00になかよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接

病児・病後児預かりスタッフ
養成講座
ファミリー・サポート・センター
子育て総合支援センター内

申込 9月3日
（火）～28日（土）にファミ

リー・サポート・センターへ電話、
または直接

病児・病後児の一時預かりをするた
めに、必要な知識や技術を身に付けま
せんか。皆さんの参加をお待ちしてい

市民ダブルステニス大会

黒笹保育園内

☎090-3152-5986

☎36-5722 N36-5108

内容 男 子ダブルス・女子ダブルス、1

親子で楽しく体を動かしませんか。

ます。

日時 10月10日
（木）10：00～11：00

日時 10月23日
（水）～12月16日
（月）の

場所 黒笹保育園遊戯室

うち10日間10：00～12：00
※日にちによって13：00～15：00、

講師 ベビービクスインストラクターの
やまうち ま さ こ

場所 市役所3階研修室

定員 抽選で20組

対象 ファミリー・サポート・センター会

持物 バスタオル

費用 無料

託児 あり

セットマッチトーナメント制
日時 10月19日
（土）
9：00～
（予備日10
場所 三好公園テニスコート
対象 市内在住・在勤・在学、またはテニ

山内雅子さん
対象 1歳未満の未就園児とその保護者

定員 30人

ながやまいえひさ

テニス協会 長山家久さん

月26日
（土）
）

10：00～15：00の場合があります。

員、または市内在住で20歳以上

スポーツ

ベビービクス

黒笹地区子育て支援センター

☎・N34-2228

ンターへ電話、または直接

費用 1人15円

ス協会会員
費用 1 組2,000円、本年度協会会費1

人500円

申込 9月26日
（木）
～10月3日
（木）
9：00

～16：00に黒笹地区子育て支援セ

申込 9月22日
（日）までに総合体育館へ

直接

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け 子育て支援課 ☎32-8034 N34-4379
令和2年4月1日からの新入園と、令和2年4月から9月末までに育児
休業復帰による入園を希望する保育園児の入園受け付けを行います。申
込書は9月10日（火）以降に各保育園で配布します。
日時 受付日は下表のとおり。受付時間は各園ともに9：00～18：00
場所 入園第1希望の園

※可能な限り入園対象のお子さんをお連れください。当日に申し込みが
できない場合は、入園第1希望の園に事前に連絡してください。
他 定員を超えた場合は、10月31日
（木）
18：00までに受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育の必要性の

高い子を優先にして調整。子どもの発育に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支援課へ相談
※入園要件など詳しくは、申込書と同時に配布する
「保育園入園申し込みのご案内」
、または9月10日
（火）
以降にホームページをご覧ください。
電話番号

保育実施
児童年齢

延長保育

区分

莇生町仲田48-1

☎34-7557

0～5歳児

19：00まで

私立

すみれ保育園

三好町八和田108

☎34-3123

0～5歳児

19：00まで

公立

黒笹保育園

福谷町西大山1-31

☎36-5107

0～5歳児

19：00まで

私立

明知保育園

明知町細口浦41

☎32-1035

1～5歳児

19：00まで

公立

☎36-3131

0～2歳児

19：30まで

小規模

西一色町二ノ沢8-2

☎32-3048

0～5歳児

19：00まで

公立

三好町大坪54

☎34-1151

0～5歳児

19：00まで

公立

天王保育園

三好町天王51-20

☎32-2346

0～5歳児

22：00まで

私立

みどり保育園

三好丘桜4-11-1

☎36-3330

0～5歳児

19：00まで

公立

打越保育園

打越町畦違311

☎34-0123

0～5歳児

19：00まで

公立

城山保育園

福谷町市場61-2

☎36-3310

0～5歳児

19：00まで

公立

受付日

保育園名

10月3日
（木）

莇生保育園

10月4日
（金）
10月8日
（火）

10月9日
（水）

10月11日
（金）

所在地

キッズハウスみよし
三好丘1-11-5
（小規模保育事業所）
なかよし保育園
わかば保育園

10月10日
（木）

ホームページ
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採

スポーツ

着）、または直接
他 院内保育所完備

伝言板

納税課

なかよしクラブ 三好中学校内
ホームページ

25mクロールを目標に、楽しく水泳

☎ 32-8051 N76-5103

ホームページ

勤務 月139時間40分
（18日程度）、平

三好ネコの会
「ネコの譲渡会」

上達を目指しませんか。

日の8:30～20:00の中で最大7時

日時 10月～令和2年3月の指定する土

間45分
（必要に応じて土・日曜日

日時 9月7日
（土）10：00～15：00

勤務あり）

場所 カリヨンハウスイベント広場

曜日、1部…9：00～9：45、2部…
9：50～10：35
場所 三好スイミングアカデミー
（三好町

天王26-3）

期間 10月1日～令和2年3月31日
場所 市役所2階納税課

定員 先着で若干名

※9月3日
（火）～7日
（土）に電話で空き
状況を確認してください。

内容 三好ネコの会PR、ネコの里親探し

対象 県内在住でネコを家族の一員とし

て最後まで飼うことができる人

業務 市税などの未納者宅を訪問しての

納税催促など

対象 小学生

申込 不要。会場へ直接
どうき

問合 銅城みえこさんへ電話
（☎090-76

賃金 基 本月額156,800円
（月額最大7

万円の能率報酬による加算あり）
対象 昭和29年4月2日以降に生まれた、

18-1659）

水墨画教室会員募集

費用 受 講 料23,500円
（半 期）、 会 費

自家用自動車を使用した訪問業務

1,000円
（年間）
、スポーツ安全保

や、簡単なパソコン操作
（ワード・

と硯、筆だけで手軽に始められます。

険料800円
（年間）

エクセル）ができ、業務で知り得

日時 毎月第2・4土曜日13：00～15：00

た秘密を守ることができる人

場所 サンライブ3階美術室

申込 9月8日
（日）
9：00以降の平日
（月曜

墨の濃淡だけで絵を描く水墨画。墨

日を除く）
13：00～17：00、土・日

※その他にも要件があります。詳しく

費用 3カ月11,000円

曜日9：00～12：00、13：00～17：

はホームページをご覧ください。

問合 奥田克子さんへ電話
（☎36-2625）

00に参加費を添えてなかよしク

人数 1人

ラブへ直接

申込 9月13日(金)までに、応募用紙
（納

スポーツ協会総合体育大会
グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
お ぐ り よしひろ

小栗義広さん ☎・N34-3657
日時 10月18日
（金）
8：30～12：00
（受

け付けは8：00から。予備日10月
24日
（木）
）
場所 三好公園陸上競技場

選考 書類審査および面接

税課で配布、またはホームページ
からダウンロード）に必要事項を

焦らず、比べず、のんびりと外遊び

着）
、または直接

中です。
日時 9月12日
（木）
10：30～12：30

市民病院職員

場所 保田ケ池公園

市民病院

☎ 33-3300 N33-3308

対象 未就学児とその保護者
ホームページ

市民病院で一緒に働きませんか。詳

費用 300円
（当日受付で集金。入賞賞

できる募集案内をご覧ください。
職種 理学療法士
資格 昭和62年4月2日以降に生まれた、

円の募金をお願いします。

理学療法士の資格を有する人、ま

申込 9月9日
（月）までに行政区、氏名、

たは本年度中に資格を取得見込み

年齢、電話番号、総合体育大会参

森のようちえん てんとうむし
親子組 1日体験会
を楽しんでいます。新しい仲間を募集

しくはホームページからダウンロード

※ホールインワンをした人は1回100

おくだかつこ

記入し、納税課へ郵送
（期限内必

対象 市内在住

品・ラッキー賞あり）

の人

費用 親子1組500円
たきざわ み

な

申込 瀧澤美奈さんへメール
（{tentou

mushi344@gmail.com）
こと

お箏をひきましょう！

文化庁伝統文化親子教室補助事業

「みよし親子筝曲教室」です。
日時 練 習日…9月～令和2年1月の指定

する土・日曜日9：30～11：30、発

加と記入し、グラウンド・ゴルフ

人数 若干名

協会事務局へファクス、またはは

選考 面接、適性検査

場所 石川家住宅、サンライブ音楽室

がき
（〒470-0214 明 知 町 砲 録

採用 令和2年4月1日

対象 年長園児、小･中学生

山2-262 小栗方 グラウンド・ゴ

申込 9月13日
（金）
までに提出書類
（ホー

費用 4,000円

ルフ協会事務局宛）
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用

納税推進員（非常勤特別職）

水泳教室（後期）
☎・N34-1771

民 病 院 管 理 課 へ 郵 送（期 日 内 必

広報みよし
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試験 9月26日
（木）

ムページを参照）をそろえて、市

表会…1月25日
（土）
14：00
（全8回）

みずのしずえ

申込 水野靜江さんへ電話
（☎73-8193）

