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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
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。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

お知らせ
住民票、マイナンバーカード、
印鑑登録証明書に旧姓（旧氏）
を併記できます
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　住民基本台帳法施行令などの改正に
より、本人からの申請に基づき、住民
票、マイナンバーカード、印鑑登録証
明書に旧姓（旧氏）を併記できるように
なります。希望する人は、事前に旧姓
（旧氏）の登録が必要です。

期間 �11月5日（火）から
持物 �戸籍謄本など（併記したい旧姓（旧
氏）から現在の氏までが記載されて
いる戸籍謄本など全て）、マイナン
バーカード（または通知カード）、
本人確認書類、印鑑（旧姓（旧氏）
での印鑑登録を希望する人）

申込 �市役所1階市民課へ直接

税を考える週間
豊田税務署
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）
　毎年11月11日から17日ま
では「税を考える週間」です。
今年のテーマは「くらしを支
える税」です。国税庁ホームページ内
に特設ページを設け、各種取り組みを
紹介します。また、YouTubeや国税
庁ホームページのインターネット番組
「Web-TAX-TV」や新着情報などの各種
情報を発信します。
　市内の小学生から応募いただいた、
税を考える週間に関する習字やポスタ
ーなどの作品展示も行います。
期間 �11月2日（土）～28日（木）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

無料税務相談会
東海税理士会豊田支部
☎0565-33-2100
　秘密は厳守しますので、お気軽にご
相談ください。
日時 �11月16日（土）・17日（日）10：00
～15：30

場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

申込 �不要。会場へ直接

個人事業税第二期分の納税
豊田加茂県税事務所  ☎0565-32-7482
　個人事業税の第二期分の納期限は12
月2日（月）です。第二期分の納付書は、
8月に送付した納税通知書に同封して
いますのでご確認ください。

豊田税務署からのお知らせ
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）

【消費税軽減税率制度等説明会】
　軽減税率制度の概要などを説明しま
す。
日時 �11月19日（火）10：00～11：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �法人および個人事業者

【年末調整等説明会】
　年末調整などの具体的な事務手続

き、諸控除額の確認、法定調書の書き
方などを説明します。
日時 �11月19日（火）14：00～16：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �法人および個人事業者
持物 �年末調整関係書類

【青色申告決算等説明会】
　決算書の作成を行う上での注意点な
どを説明します。
日時 �11月21日（木）10：00～12：00
場所 �豊田市民文化会館小ホール（豊田
市小

こざか
坂町12-100）

対象 �個人の青色申告者

愛知県最低賃金改定
豊田労働基準監督署
☎0565-35-2323　N0565-35-2341
　愛知県最低賃金が、10月1日から時
間額926円に改定されました。（現行
は898円）
　愛知県内の事業所で働く全ての労働
者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト
など）に適用されます。使用者は、適
用される最低賃金以上の賃金を労働者
に支払わなければなりません。
※賃金が時間給以外で定められている
場合（月給・日給など）、賃金を1時間
当たりの金額に換算して時間額926
円と比較します。

警察官をかたる特殊詐欺被害の発生
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月8日、みよし市内の住宅に「豊田警察署生活安全課」を名乗
る人物から、「あなたのキャッシュカードが不正利用されている」

などという詐欺と思われる電話が多数確認され、被害に遭われた人もいま
す。被害に遭わないために、以下の対策を心掛けてください。

【対策】
●常に留守番電話に設定して、犯人と会話しない
●他人にキャッシュカードを渡さない。暗証番号を教えない
●一人で判断せず、必ず家族や警察に相談する

ホームページ
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場所 �①愛知県都市整備局都市計画課、
または市役所4階都市計画課、②・
③市役所4階都市計画課

※①は愛知県都市整備局都市計画課、
②・③は市都市計画課のホームページ
でも閲覧できます。
他 �変更（案）に意見がある人
は期間中に任意の様式で
①愛知県都市整備局都市
計画課宛て（〒460-8501）、②・③
市都市計画課へ郵送、または直接

秋の火災予防運動
防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　11月9日から15日まで、秋の火災
予防運動が実施されます。統一標語
は、「ひとつずつ　いいね！で確認　
火の用心」です。火災の原因のほとん
どは不注意によるものです。大切な命
や財産を守るため、火の元には十分注
意しましょう。現在、全ての一般住宅
に住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れているので、設置をお願いします。
また、消防署員をかたるなどの悪質訪
問販売などには十分ご注意ください。
なお、期間中、防火啓発放送や消防団
による市内巡回を行う予定です。

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　期間中、無事故・無違反を達成する
と抽選で商品券がもらえます。
期間 �令和2年1月1日（祝）～4月9日（木）
までの100日間

対象 �市内在住・在勤・在学で次のいずれ
かを満たす人

①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム、③一般の部…2～5

人チーム、④個人の部…1人参加で年
齢を問わない
※①・②は免許の有無を問わないが代
表者は免許を持ち日常車両を運転して
いること。③・④は各自免許を持ち日
常車両を運転していること。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �12月27日（金）までに防
災安全課で配布する申
込書に必要事項を記入し、防災安
全課へ直接、または、愛知県交通
安全協会豊田支部ホームページで

他 �①・②・③特賞10万円（3チーム）、
1等5万円（6チーム）、2等3万円（23
チーム）、④金賞3万円（1人）、銀
賞1万円（18人）

「女性の人権ホットライン」
強化週間
名古屋法務局人権擁護部 

☎052-952-8111（内線1450）
　DV、セクハラ、ストーカー行為と
いった女性に関する人権問題の解決を
図るため、法務局職員および人権擁護
委員が相談に応じます。
日時 �11月18日（月）～24日（日）8：30～
19：00（23日（土）・24日（日）は10：
00～17：00まで）

窓口 ��女性の人権ホットライン（☎0570-
070-810）、LINE人権相談＠名古
屋法務局公式アカウント（＠snsjin

　　kensoudan）

調停手続相談会
名古屋家庭裁判所岡崎支部 
☎0564-51-8972
　民事の問題（土地建物、金銭、損害
賠償など）、および家事の問題（夫婦、
男女、相続など）について、民事およ
び家事調停委員が相談に応じます。
日時 �11月19日（火）10：00～15：00
場所 �イオンモール岡崎3階イオンホー
ル（岡崎市戸

とさき
崎町字外

そとやま
山38-5）

費用 �無料　申込 �当日、先着で受け付け

みよし未来塾の参加者と
学習支援者の募集
教育行政課
☎32-8028　N34-4379

【参加者】
内容 �持参したテキストなどの自主学習
※必要に応じて学習支援員からアドバ
イスを受けることができます。
日時 �12月24日（火）～27日（金）13：30～
16：00

場所 �①市民活動センター1階多目的室
②カリヨンハウス1階多目的室

対象 �市内在住・在学で基礎学習の見直
しをしたい中学生・高校生

定員 �①・②ともに各50人
※申し込み多数の場合は参加日を制限
することがあります。申込者には、後
日案内を送付します。
費用 �無料
申込 �保護者同意のもと、11月29日（金）
までに、申込書（教育行政課で配布
またはホームページからダウンロ
ード可）に必要事項を記入し、教育
行政課へ郵送、または直接

【学習支援員】
内容 �中学生・高校生へのアドバイス、
学習方法全般の支援

日時�12月24日（火）～27日（金）13：15
～16：15

定員 �①・②ともに各4人
賃金 �時給1,156円（交通費は片道2km
以上の場合別途支給）

申込 �11月29日（金）までに、申込書（教
育行政課で配布、またはホームペ
ージからダウンロード可）に必要
事項を記入し、教育行政課へ直接

豊田都市計画の
変更（案）の縦覧
都市計画課
☎32-8021　N34-4429
内容 �①区域区分（県決定）、②用途地
域（市決定）、③福田池下地区計画
（市決定）

期間 �11月8日（金）～22日（金）

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
裁判員候補者名簿記載通知
名古屋地方裁判所岡崎支部裁判員係
☎0564-51-8428
　令和2年の裁判員候補者名簿に登録
された人に、11月中旬に名簿記載通
知を送付します。この通知は、令和2
年2月頃からの約1年間裁判所にお越
しいただき、裁判員に選ばれる可能性
を事前にお伝えするものです。裁判員
制度は皆さんのご協力なしには成り立
たない制度ですので、ご理解とご協力
をお願いします。

労働保険適用強化期間
豊田公共職業安定所
☎0565-31-1400
　厚生労働省では、11月を「労働保険
適用促進強化期間」と定めています。雇
用形態にかかわらず、一人でも労働者
を雇った場合、事業主（農林水産の一部
を除く）は労働保険に加入する義務があ
ります。

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

【譲ります】 
PCデスク、学習机、タンス、リビン
グボード、飾棚、クリスマスローズ

【譲ってください】�
麻雀のゴムマット、北中学校制服など
用具一式、北中学校の男子制服・体操
服、グラウンドゴルフのクラブ、草刈
り機、耕運機、チェーンソー

【交渉の流れ】
　希望者は、11月5日（火）8：30以降に
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

【リサイクル用品の登録】
期間 �3カ月間
�要件 �無料で譲渡でき、住所や電話番号

などを希望者に教えられる人

�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

催し・講座
第7回「ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ」
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　軽トラックの荷台などを店舗に見立
てて、野菜や果物、加工品、雑貨など
をお値打ちに販売します。
日時 �11月16日（土）9：00～
場所 �イオン三好店駐車場

小中学生夢の作品展
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　「創り出そう　未来へひろがる　みん
なの夢」をテーマに、市内小中学校の児
童生徒全員が作り上げた夢と創造性に
あふれる作品の数々をご覧ください。
日時 �11月16日（土）・17日（日）9：00
～17：00

場所 �サンアート

第21回市民合唱交流会
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　市内で活動している合唱団の美しい
歌声をお聞きください。
日時 �11月24日（日）12：20～15：00
場所 �サンアート大ホール
出演 �みよし東郷混声合唱団、ヴォーチ
ェ、黒笹小学校合唱部、音

おとゆう

遊合唱
団、コール三好丘、北部小学校合
唱部、三好女声コーラス、緑フラ
ウエン・コール、天王小学校合唱
部、みんなで歌おうド・レ・ミ、み
よし少年少女合唱団、コール・こ
すもす、メサイア合唱団（出演順）

費用 �無料

ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内
☎33-1860　N32-8222

【就職支援セミナー】
内容 �企業が求める人材能力～チームワ
ークとコミュニケーション力～

日時 �11月28日（木）13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �日本心理学会認定心理士の道

み ち だ

田智
とも

子
こ

さん
対象 �転職者や就職活動中の人
定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～25日（月）にジョブ
サポートみよしへ電話、または直
接

【若者向け就労支援セミナー】
内容 �扶養や税金、納税、医療費控除な
どを学ぶ

日時 �12月16日（月）13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �経営コンサルタントの渡

わたなべ

邉拓
たくひさ

久さ
ん

対象 �40歳未満の就職活動中の人
定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～12月10日（火）にジ
ョブサポートみよしへ電話、また
は直接

【就労支援セミナー】
内容 �ニートやひきこもり状態の人に対
する家族の接し方、脱する方法に
ついての講演、自立に向けた社会
常識やマナーを学ぶ

日時 �令和2年1月15日（水）13：30～15：
30

場所 �ジョブサポートみよし
講師 �知立若者サポートステーション総
括コーディネーターの仲

な か た

田尚
なおひろ

弘さ
ん�他

対象 �ひきこもりやニート状態の若者と
その保護者・家族

定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～令和2年1月10日
（金）にジョブサポートみよしへ電
話、または直接
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場所 �福谷城跡、市場古墳、黒笹27号
窯跡、石川家住宅、医王寺

対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �50円
申込 �11月1日（金）～17日（日）に住所、
氏名、年齢、電話番号を明らかに
して、歴史民俗資料館へ電話、フ
ァクス、メール、または直接

秋季特別展関連イベント
「ギャラリートーク＆
石器の石材を割ってみよう！」
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150

　石を使って必要な道具を作っていた
時代の人々の気分になって、石を割っ
てみませんか。また、特別展示や愛知
学院大学考古学研究会との協力展示
「あいちの石槍」の解説もあります。

日時 �11月30日（土）14：00～
場所 �歴史民俗資料館2階特別展示室
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

バレトン教室（後期）
なかよしクラブ　三好中学校内
☎・N34-1771
　バレエとフィットネスを組み合わせ
た運動をしてみませんか。無料体験が
1回できます。
日時 �11月15日・29日、12月6日・20日、
令和2年1月10日・17日・24日、2月
7日・14日・21日の金曜日19：30～
20：30

場所 �三好下公民館　
対象 �どなたでも可　定員 �若干名
費用 �半期4,000円または1回500円（な
かよしクラブ年会費とスポーツ保
険料が別途必要）

申込 �平日（月曜日を除く）13：00～17：

生涯学習新春講座
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114
　みよし悠学カレッジ講座では、さま
ざまな内容の講座を「春夏」「秋冬」「新
春」の年3期に分けて開催しています。
今回は1月から開講する「新春講座」の
受講生を募集します。講座の内容につ
いては、11月1日（金）からサンライ
ブ、サンネット他市内の各施設で閲覧
できる「新春講座案内」、ホームペー
ジ、広報みよし11月号折り込みなど
で紹介しています。
申込 �11月24日（日）（必着）まで

消費生活講演会
「チョコレートの世界へようこそ」
産業課　☎32-8015  N34-4189
　チョコレートの生産、歴史、カカオ
農家への支援など、知られざるチョコ
レートの世界について、一緒に学びま
せんか。
日時 �11月27日（水）13：30～14：30
場所 �市役所3階研修室4・5
講師 �株式会社明治中部支社コミュニケ
ーション課の田

たなか
中実
みのる
さん

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で50人　費用 �無料
申込 �11月20日（水）までに産業課へ電
話、または直接

文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000　N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。ご参加をお待ちし
ています。
日時 �11月23日（祝）9：00～12：00

00、土・日曜日9：00～12：00、
13：00～17：00になかよしクラ
ブへ電話

サンアートの催し
サンアート　☎32-2000　N32-3232

【ロビーコンサート】
日時 �①11月21日（木）・②22日（金）19：
00～20：30

場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①渡

わたなべ

邊喜
よしひさ

久さん（声楽）、堀
ほり

夏
な つ き

紀さ
ん（ピアノソロ）、オルゴール（ハー
モニカ四重奏）、②花すみれ（琴と
ピアノのアンサンブル）、M

マ ン マ

amma�
V
ヴォーチェ

oce（ヴォーカルアンサンブル）、
杜
も り ね

音（オカリナとクラシックギタ
ー）

費用 �無料
【春

しゅんぷうてい

風亭昇
しょうた

太独演会】
日時 �令和2年2月9日（日）13：30～（14：
00～開演）

場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定4,000円
申込 �先行販売は11月23日（土）10：00
～サンアートで先着順に受け付け
（1人10枚まで）、一般販売は11
月24日（日）10：00～電話、プレ
イガイドで

母子家庭など
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034  N34-4379
　パソコンや調剤薬局事務などの講習
会を実施します。詳しくは愛知母子・
父子福祉センターのホームページをご
覧ください。
対象 �県内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父および寡婦の人で全日程出
席できる人

申込 �11月1日（金）～22日（金）に申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

※各講習とも定員を超える場合は抽選
を行い、12月20日（金）ごろに申込者
全員に通知します。

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
あいち技能五輪・
アビリンピック2019
愛知県労働局産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
☎052-954-6884　N052-954-6978
　青年技能者や障がい者が各種目で技
能レベル日本一を競う大会です。
内容 �①第57回技能五輪全国大会、②第
39回全国アビリンピック

日時 �①11月15日（金）～18日（月）、②
11月15日（金）～17日（日）

場所 �A
ア イ チ
ichi�S

スカイ
ky�E

エキスポ
xpo（常滑市セントレ

ア5）�他

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229　N38-6222
内容 �袖付きマフラー作り
日時 �11月14日（木）10：00～15：00
場所 �尾三衛生組合エコサイクルプラザ
2階体験学習教室

対象 �みよし市・日進市・東郷町在住
定員 �抽選で20人　費用 �1,000円
申込 �11月3日（日）までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザへ電話

親子で学ぶ！
防火・防災体験ツアー
尾三消防本部豊明消防署予防課
☎0562-92-0119

　天ぷら油火災や電気火災の実験、
煙の中での避難体験を通して、親子で
火災予防を学びます。はしご車の体
験、子ども消防服の試着、スタンプラ
リーなども行います。
日時 �11月30日（土）、令和2年3月7日
（土）10：00～12：00

場所 �尾三消防本部豊明消防署（豊明市
沓
くつかけ

掛町宿
しゅく

234）
対象 �みよし市・豊明市・日進市・長久手
市・東郷町に在住・在勤の親子

定員 �各回先着で15組　費用 �無料
申込 �11月5日（火）以降に尾三消防本
部豊明消防署予防課へ電話

ウィンターフェスティバル
デンパーク　☎0566-92-7111

　「北欧のクリスマス」をテーマに50
万球以上のイルミネーションが点灯し
ます。花火ショーをはじめ、花木園プ
ラザに新たなイルミネーションを設置
します。魅惑の光世界をお楽しみくだ
さい。
日時 �11月23日（祝）～令和2年1月27日
（月）9：30～21：00

※11月25日（月）～12月20日（金）、令
和2年1月6日（月）～27日（月）の平日の
開園時間は、9：30～19：00です。
※休園日は、毎週火曜日（12月24日は
除く）、12月30日（月）～令和2年1月1
日（祝）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

第73回全国お茶まつり愛知大会
西尾市農林水産課　☎0563-65-2135

　茶の生産技術の向上と消費拡大のた
めに、毎年全国で開催されている「全
国お茶まつり」を西尾市で開催します。
内容 �お茶会、西尾市の農林水産振興展、

抹茶スイーツフェスなど。大会ア
ンバサダーのBOYS�AND�MEN
小
こばやし
林豊
ゆたか
さんのトークショー、BOYS�

AND�MEN研究生の小
おのの こ ま ち
野小町のラ

イブ
日時 �11月16日（土）10：00～20：00、
17日（日）10：00～16：00

場所 �西尾市文化会館から西尾市歴史公
園周辺

女流日本画家たちとその周辺
～美の系譜～
トヨタ鞍ケ池記念館　☎0565-88-8811
日時 �令和2年1月26日（日）までの9：30
～17：00（休館日は毎週月曜日。
ただし、月曜日が祝日の場合は開
館、翌火曜日が閉館）

場所 �鞍ケ池アートサロン（豊田市池
いけ だ
田

町南
みなみ
250）

特別企画展
「愛知やきものセレクション　
-県指定文化財の陶磁器-」
愛知県陶磁美術館
☎84-7474　N84-4932
　地域の風土と長い歴史に育まれた県
指定の陶磁文化財を一堂に集め、愛知
県における陶磁文化を紹介します。
日時 �11月2日（土）～12月22日（日）（休
館日は毎週月曜日（11月4日（月）
を除く）、11月5日（火））

場所 �愛知県陶磁美術館（瀬戸市南
みなみやまぐち
山口

町234）

公開講座「つくろう！
君だけのちっちゃな
コンピュータ！」
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828　N0565-36-5930
日時 �12月26日（木）13：00～16：00
場所 �豊田工業高等専門学校（豊田市
栄
えいせい
生町2-1）

対象 �小学4年生～中学生
定員 �抽選で20人　費用 �無料
申込 �11月30日（土）まで（詳細はホー
ムページを参照）

ホームページ

ホームページ
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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
内容 �①ふらっと能楽堂第2回「声の道
場」、②女声合唱団「カントゥス」

日時 �①11月24日（日）14：00～、②11
月29日（金）18：45～

場所 �①豊田市能楽堂（豊田市西
にしまち
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）

出演 �①観世流シテ方能楽師の山
やまむら
村庸

ようこ
子

さん、②女声合唱団「カントゥス」
費用 �①500円、②1階席4,000円（学生
2,000円）、バルコニー席3,000
円（学生1,500円）

申込 �ホームページから予約

健康・福祉
ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311 N34-5969

　今回は、なかよし地区に多く存在す
るお寺を巡る約5.1kmのコースです。
お気軽にご参加ください。
※寺や神社の説明や参拝は行いません。
日時 �12月6日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �満福寺（三好町蜂ケ池5）に集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

市民病院健康教室
市民病院  ☎33-3300  N33-3308
内容 �市民病院の薬剤師・理学療法士
による骨粗しょう症の予防と運動

ホームページ

日時 �11月27日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
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

認知症カフェオリーブ
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N34-0786

内容 �K
け い こ
eiko&K

こ う じ
oujiのライブを楽しみな

がら介護予防
日時 �11月28日（木）13：00～15：00
場所 �翔寿会内談話室「キャロット」（福
谷町寺田5）

対象 �どなたでも可
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

認知症介護家族交流会
ひまわりの会
長寿介護課
☎32-8009  N34-3388
内容 �家族の会の尾

お の う ち
之内直

なおみ
美さんによる

認知症介護の知恵袋
日時 �11月29日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201会議室
対象 �認知症の家族（認知症と思われる
家族）を介護している人

申込 �不要。会場へ直接

盲導犬体験教室
ボランティアセンター　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
　盲導犬の働きや訓練の実演などの見
学を通し、視覚障がいについての理解
を深め、盲導犬をより身近に感じるこ
とを目的とした講座を中部盲導犬協会
（名古屋市港

みなと
区寛

かんせい
政町3-41-1）で開催

します。

日時 �12月26日（木）12：00～16：00
場所 �福祉センターへ集合
対象 �市内在住　定員 �先着で20人
費用 �150円
申込 �11月5日（火）～12月12日（木）に
ボランティアセンターへ電話、ま
たは直接

みなよしカフェ
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502 �N33-3501
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

日時 �11月8日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

第23回あゆみ祭
社会福祉法人あゆみ会
☎32-2501  N32-2610
　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 ��フリーマーケット、屋台、喫茶、
抹茶、フォトカレンダー�他

日時 �11月9日（土）10：30～13：30
場所 �社会福祉法人あゆみ会しおみの
丘（打越町新池浦83-7）

他 �フリーマーケットに出品する手
作り品やご家庭で不用となった品
を募集中。収益は、あゆみ会の福
祉事業に活用

第3回勉強会「学校や職場でう
まくいかなかったときのフォ
ロー」
手をつなぐ親の会　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
{miyoshiwiz@yahoo.co.jp
内容 �支援紹介、質疑応答、座談会
日時 �11月15日（金）10：00～12：00
場所 �福祉センター3階大ホール
対象 �学齢期の子の保護者　費用 �無料
申込 �11月8日（金）までに子どもの氏

名、電話番号、学校名、学年を
明らかにして、手をつなぐ親の
会へメール
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 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
 お問い合わせ・ご予約)  リハビリ直通)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

   11 金
水11

2019

　　有料広告

健康・福祉
網膜色素変性症講演会・
療養相談会
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711  N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
　専門医による講演会・相談会を行い
ます。
日時 �12月14日（土）16：00～17：30
場所 �豊田加茂医師会館（豊田市西

にしやま
山町

3-30-1）
対象 �疾患患者と家族、医療福祉関係者
定員 �先着で30人
申込�11月7日（木）9：00以降に講座名、
郵便番号、住所、氏名、参加人数、
電話番号を明らかにして、豊田加
茂医師会へ電話、ファクス、また
はメール

神経系難病患者・家族のつどい
衣浦東部保健所健康支援課
地域保健グループ
☎0566-21-9338 N0566-25-1470
内容 �刈谷豊田総合病院脳神経内科の
丹
に わ
羽央

ひさよし
佳さんの講演「ALSの治療

と療養生活の工夫」、交流会
日時�11月22日（金）14：00～16：00
場所 �衣浦東部保健所3階大会議室（刈
谷市大

おおてまち
手町1-12）

対象 �衣浦東部保健所管内の神経系難病
患者と家族および神経難病患者支
援に関わる医療介護関係者

申込�11月14日（木）までに衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ

へ電話

障がい者職業訓練生の募集
ハローワーク豊田　☎0565-31-1400
　愛知障害者職業能力開発校では、令
和2年4月入校の訓練生を募集してい
ます。詳しくは、ハローワーク豊田へ
お問い合わせください。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、
③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

選考 �①・②・③・⑤12月6日（金）、④12
月1日（日）

申込�11月20日（水）までにハローワー
ク豊田へ直接

子育て
エアロ&ストレッチ
子育て総合支援センター
☎34-0500  N34-0501
日時 �11月23日（祝）10：00～11：00
場所 �サンライブ軽運動室　対象 �母親
定員 �抽選で25人　費用 �1人15円
託児 �あり
申込 �11月8日（金）～15日（金）9：00～
16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

親子ヨガ
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内  ☎34-1867  N34-6791
日時 �12月12日（木）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室

対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �11月28日（木）～12月5日（木）9：
00～17：00にみなよし地区子育
て支援センターへ電話、または直
接

家庭の日　家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」、
「父母や子どもへの感謝」などをテ
ーマに30字程度にまとめたもの
（作品は個人によるもので、自作
かつ未発表のものに限る。短歌・
川柳・会話・手紙文など形式は自
由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �11月1日（金）～29日（金）に応募作
品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号（市内在勤・在学の人は、
勤務先または学校名）を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、はがき、
ファクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は、「青少年
健全育成啓発事業」に使用し、その場
合は氏名・年代を掲載しますのであら
かじめご了承ください。公表を希望し
ない場合は、匿名希望と付記してくだ
さい。
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ファミリー・サポート・センター
ステップアップ講習会
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
☎・N34-2228
内容 �おいしく食べてきれいになれる野
菜講座

日時 �11月30日（土）10：00～11：30
場所 �市役所3階研修室
対象 �ファミリー・サポート・センター会
員、または市内在住・在勤で20歳
以上

定員 �50人　費用 �無料　託児 ��15人程度
申込 �11月1日（金）～16日（土）にファ
ミリー・サポート・センターへ電
話、または直接

スポーツ
第30回みよし市スポーツ協会
総合体育大会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027　N34-6030

　スポーツ協会加盟16団体が、それ
ぞれの競技の大会を開催します。
日時 �①11月3日（日）、 ②9日（土）、 ③
10日（日）、④17日（日）、⑤24日
（日）

　　有料広告

内容 �①バレーボール（男子）、②硬式テ
ニス、陸上、ゲートボール、③少
林寺拳法、ソフトテニス、ソフト
ボール、弓道、卓球、柔道、軟式
野球、空手道、④インディアカ、
⑤バドミントン、バレーボール
（女子）

※グラウンド・ゴルフと剣道は開催済
みです。

令和元年度打納め
グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

日時 �12月13日（金）8：30～12：00（受
け付けは8：00から。予備日は12
月20日（金））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住
費用 �300円（要振込、事務局から連絡。
入賞賞品・ラッキー賞あり）

※ホールインワンをした人は1回100
円の募金をお願いします。
申込 �11月11日（月）までに行政区、氏
名、年齢、電話番号、打納め大会
参加と記入し、グラウンド・ゴル
フ協会事務局へファクス、または
はがき（〒470-0214� 明知町砲
録山2-262�小栗方�グラウンド・

ゴルフ協会事務局宛）

第10回新人戦バドミントン大会
バドミントン連盟　鈴

す ず き

木進
すすむ

さん
☎36-1650　
日時 �12月21日（土）
9：00～

場所 �総合体育館アリ
ーナ

対象 �市内在住・在勤・
在学

定員 �120人
費用 �登録者1,000円、未登録者1,500
円、高校生以下700円

申込 �12月6日（金）までに申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入
し、総合体育館へファクス（N34-
6030）、または直接

朝活ランニング教室
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内  ☎・N34-3621  
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　お気軽にご参加ください。
日時 �11月17日・24日、12月1日・8日
の日曜日7：00～8：00

場所 �南部地区コミュニティ広場
対象 �小・中学生　定員 �先着で各日20人
費用 �1回300円、非会員400円（当日
集金）

申込 �11月15日（金）までの火・木・金曜日
9：00～15：00、水・土曜日9：00～
12：00に、氏名、学校名、学年、
電話番号を明らかにして、三好さ
んさんスポーツクラブへメール、
電話、または直接
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採　用
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
みなよし地区地域包括支援
センター　みよし市民病院内
☎33-3502  N33-3501
勤務 �週34時間55分、1日最大7時間45
分

期間 12月1日～令和2年3月31日
賃金 �基本月額230,503円（通勤費別途
支給）

対象 �次の全てに該当する人
①介護支援専門員の資格を有する、②
普通自動車運転免許を有し、近隣市町
村まで運転できる、③パソコン操作が

できる
人数若干名　選考書類審査および面接
申込 �11月1日（金）～18日（月）に、申込
書（みなよし地区地域包括支援セ
ンターで配布、またはホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、みなよし地区地域包
括支援センターへ直接

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �三好ネコの会PR、ネコの里親探し
日時 �12月7日（土）10：00～15：00
場所 �カリヨンハウスイベント広場
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

申込不要。会場へ直接
問合 �銅

ど う き
城みえこさんへ電話（☎090-

7618-1659）

糖尿病予防セミナー
　国際中医薬膳師の西

にしやま
山杏

あ み
実さんによ

る東洋医学からみた糖尿病の予防につ
いて学びます。
日時 �12月3日（火）14：00～15：30
場所 �保田ケ池センター2階大会議室
費用 �無料　申込不要。会場へ直接
問合 �三好愛知ライオンズクラブの松

まつの
野成
しげ

章
あき
さんへ電話（☎090-1725-4497）

ローゼルケナフ収穫体験会
内容 �ローゼルケナフ（食用ハイビスカ
ス）を収穫し、ジャムやハーブテ
ィーなどを作る

日時 �11月10日（日）・11日（月）13：30
～16：00

場所 �莇生町地内の果樹畑
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �ケナフ学習フレンドの小

こやま
山忠
ただふみ
文さ

んへ電話（☎090-9193-9388）

みよし市民として改憲をどう
考えるか
内容 �名古屋大学法科大学院長の愛

あいきょう
敬

浩
こう じ
二さんによる憲法とくらしの関
係に関する講演　

日時 �11月17日（日）13：30～15：30
場所 �サンライブ3階研修室
対象 �どなたでも可　定員 �40人
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよし9条の会加

かとう
藤憲
さとる
さんへ電話

（☎080-6903-5361）

　　有料広告

 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。

 回放送 11月3日（日）午後8時00分～（ひまわり12）

再放送　 月曜・火曜・木曜・金曜 午前11時００分～/日曜 午後８時００分～

全校生徒がクラスごとに発表を行い、それぞれ課題曲と自由曲を

披露しました。番組では自由曲を中心にお送りします。

 ん んタイム『みよし市立南中学校 合唱コンクール』
『GRAMPUS BEAT』

 組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ まわり12 / 地デジ12ch

 まわりくん

 180mm H48mm

地元プロサッカークラブ

「名古屋グランパス」の

J1リーグホームゲームを

実況中継！

 ッカー実況中継番組

みよし市職員採用試験（二次募集）
人事課  ☎32-8351  N32-2165

試験 �第1次試験…12月1日（日）個人面接、適性検査、作文試験、第2次試験
…12月19日（木）保育職：実技試験・個人面接、12月20日（金）事務職（障
がい者）：個人面接

※試験の日程は、天候などの理由により変更する場合があります。
※受験にあたり、配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
採用 �令和2年4月1日
申込 �申込書（人事課で配布、またはホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、11月15日（金）まで（必着）に郵送、
または直接

職種区分 採用人数 受験資格

事務職
（障がい者） 若干名

・平成元年4月2日以降に生まれた人
・�大学、短期大学などを卒業、または令和元年度に
卒業見込みで、障がい者手帳（身体障がい者手帳、
療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳）の交付を受
けている人

保育士 若干名
・平成元年4月2日以降に生まれた人
・�保育士の資格を取得、または令和元年度に取得見
込みの人

ホームページ

ホームページ
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尾三だより
　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地
区自治体間連携事業として、それぞれの市町で行われるイ
ベント情報などを相互に掲載しています。

第20回にっしん市民まつり

第37回東郷町文化産業まつり

とよあけ男女共同参画フェスタ2019

2019ながくて市民まつり

市民協働課　☎0561-73-3194

産業振興課　☎0561-56-0741

市民協働課協働推進係　☎0562-92-8306

ながくて市民まつり実行委員会事務局　たつせがある課内　☎0561-56-0641

　楽しい企画が盛りだくさんのお祭りです。
内容 �①産業まつり、②にっしん文化祭、

③健康・福祉フェスティバル、④レ
クリエーションスポーツまつり、⑤
図書館まつり

日時 �11月17日（日）9：00～15：00

　男女共同参画標語表彰式および、映画
「ドリーム」上映会を開催します。
日時 �12月21日（土）13：00～16：00

（12：30開場）
場所 �豊明市文化会館小ホール（豊明市西

にし

川
かわ

町広
ひろはら

原28-1）(c) 2016 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights reserved.

※②は11月16日（土）・17日（日）、⑤は11
月9日（土）～17日（日）（11日（月）は作品展
示のみ）。
場所 �①日進市役所周辺 他、②日進市民

会館、③・④日進市スポーツセン
ター、⑤日進市立図書館

定員 �先着で300人（要整理券）　費用 �無料
※整理券は11月5日（火）から市民協働課、
豊明市市民交流センター（豊明市商工会
館2階、豊明市三

み さ き
崎町中

なかのつぼ
ノ坪5-1）で配布。

託児 �先着で15人（生後6カ月以上の未就
学児。予約は12月6日（金）まで）

　地域の農業者、商工業者、文化関係団
体および福祉関係団体による商品の販売
や展示、一般公募によるステージ発表な
どを通じて、東郷町の文化と産業に触れ
てみませんか。
内容  ①芸能大会、作品展示、②ステージ

　メイン会場となる市役所では、40を
超えるブース出店やステージイベントな
どが催されます。リサイクルマーケット
や健康展、農業展なども同時開催。食欲
の秋・芸術の秋に、美味しいもの、楽し
いことをご堪能ください。

日時 �11月10日（日）9：30～15：00
場所 �長久手市役所（長久手市岩

や ざ こ
作城

しろ
の内

うち

60-1） 他

発表、作品展示、各種出店、農産物
直売、フリーマーケット 他

日時  ①11月9日（土）10：00～16：00、
②11月10日（日）9：00～15：00　

場所 �イーストプラザいこまい館、東郷町
民会館、東郷町総合体育館 他




