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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
まちづくり基本計画変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
{toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 �1月6日（月）～2月6日（木）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �計画（案）に意見がある人は期間中

に任意の様式で都市計画課へ郵
送、ファクス、メール、または直接

2020年農林業センサス
企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
　農林水産省では、「2020年農林業
センサス」を2月1日から実施します。
これは、今後の農林業の政策に役立て
るために、5年ごとに実施される大切
な調査です。
　農林業を営む皆さんのところに調
査員が訪問します。調査票に農林業の
経営状況などの記入をお願いします。
なお、調査票に記入された事項につ
いては、統計以外の目的には使用さ
れません。ご協力をお願いします。

固定資産税（償却資産）の申告
税務課  ☎32-8019  N32-2585
　1月1日現在、市内に償却資産(土地
家屋以外の構築物、機械、器具、備品
など事業用資産)を所有している人は、
申告が必要です。昨年度に申告した人
には、令和元年12月中旬に申告書を
郵送しましたので、必要事項を記入し
申告してください。また、今回新たに
申告が必要な人は、税務課資産税担当
へご連絡ください。なお、不申告や虚
偽の申告があった場合は、地方税法に
基づく過料または罰則が適用されるこ
とがありますので、ご注意ください。

申告 �1月31日(金)までに税務課へ郵送、
または直接

※申告期限(1月31日)の直前は窓口が
大変混み合いますので、1月17日(金)
までの申告にご協力ください。

入札参加資格審査の申請
受け付け
総務課  ☎32-8006  N32-2165
　令和2年度、3年度にみよし市、み
よし土地改良区、尾三消防組合が発注
する、競争入札に参加する事業者の皆
さんに必要な資格審査の申請を受け付
けます。

【みよし市】
業種 �①建設工事・工事関係委託（コン

サル）、②物品等（その他委託を含
む）

申込 �1月6日（月）～2月17日（月）の平日
8：00～20：00に、あいち電子調
達共同システム
で

※①は申請・電子入
札にICカードが必要です。②は電子入
札にICカードが必要です。
※電子申請後に、総務課へ提出する書
類があります。

【みよし土地改良区・尾三消防組合】
　詳細は各施設にお問い合わせくださ
い。
問合 �みよし土地改良区（☎32-1143��

N32-3555）、尾三消防本部総
務課財務係（☎38-7202��N38-
6962）

農業委員・農地利用最適化推進
委員候補者の募集
農業委員会  産業課内
☎32-8015  N34-4189
　農地などの利用の最適化の推進や農
地法などによる事務などを執行する農
業委員会の委員（農業委員・農地利用最
適化推進委員）の任期満了に伴い、次
期委員候補者を募集します。
内容 �①農業委員、②農地利用最適化推

進委員
任期 �①7月20日～令和5年7月19日、②

7月20日以降の嘱託を受けた日～
令和5年7月19日

報酬 �①・②月額20,700円
※①の会長および会長職務代理者の報
酬は別になります。
※活動実績などに応じた加算がありま
す。
定員 �①12人、②9人
申込 �1月8日（水）～2月7日（金）に申込

書（①産業課、②農業委員会で配
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、各配布先へ直接

※定員を超える応募があった場合は選
考を行います。

犯罪に遭わない1年にしましょう
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　あけましておめでとうございます。今年も犯罪に遭わない1年
にしましょう。昨年のみよし市内の犯罪発生は減少傾向でした。

今年もさらに犯罪を減少させるため、最も簡単にできる防犯対策として、必
ず鍵をかけることを実践しましょう。豊田警察署管内の空き巣
被害は、約4割が無施錠、自転車盗被害の約6割が無施錠です。
わずかな時間でも施錠をするように心掛けましょう。

②物品等①建設工事・
コンサル

ホームページ
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場所 �名鉄トヨタホテル7階（豊田市喜
き た
多

町
まち
1-140）

対象 �令和3年3月卒業予定の大学生、
短期大学生など

国の教育ローン
（日本政策金融金庫）
教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）
　入学時・在学中にかかる費用が対象の
公的な融資制度です。1人につき350
万円以内を固定金利（年1.66％（令和元
年11月1日現在））で利用できます。

NEXCO中日本からの
お知らせ
中日本高速道路
☎0120-922-229（通話無料）
☎052-223-0333（通話有料）
　E1東名（名古屋IC～春日井IC）リニュ
ーアル工事に伴い、1月14日（火）から
3月19日（木）まで、昼夜連続・対面通行
規制を実施します。詳しくは、ホーム
ページ、または電話でお問い合わせく
ださい。

「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、和ダンス、リビ
ングボード、飾り棚、山鳥のはく製、
たぬきの置物

【譲ってください】�
北中学校制服など用具一式、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、1月10日（金）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
ボランティア特別講演会
ボランティア連絡協議会  福祉センター内
☎34-1588　N34-5860
　地域で日ごろからできることは何か
を考えます。皆さんのご来場をお待ち
しています。
内容 �「永

えいろくすけ
六輔一家の選択」上映

日時 �2月11日（火）14：00～16：00
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

みよし悠学カレッジ20周年記念
講演会「国宝の曜変の再現研究」
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　幻の茶碗「曜変天目」の再現に生涯挑
み続ける陶芸家のお話です。
日時 �2月16日（日）14：00～15：30
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
講師 �陶芸家の九代・長

な が え

江惣
そうきち

吉さん
定員 �先着で100人　費用 �無料
申込 �1月7日（火）以降にサンライブへ

電話、または2階総合案内へ直接

市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　ふるさと会館でお茶を味わいながら
ゆっくりと楽しみませんか。ぜひお越
しください。
日時 �2月9日（日）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 松尾流�の岡

お か だ

田みどり（宗
そうすい

翠）さん
費用 �当日券500円、前売券400円

日本語教室ボランティアの募集
協働推進課��☎32-8025��N76-5702
　外国人のための日本語教室のお手伝
いをしてみませんか。外国語能力の有
無や指導の経験は問いません。
内容 �学習補助全般
日時 �1月11日～3月21日の毎週土曜日、

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
申込 �協働推進課へ電話、または直接

令和2年度施設園芸研修生の募集
あいち豊田農業協同組合
みよし施設園芸支援センター

（ＭＧＭＩ～恵み）  ☎33-1800
内容 �奨学金を受け、あいち豊田農業

協同組合で定めるカリキュラムに
基づく研修

期間 �令和2年4月～令和4年3月
場所 �明知町大塚132-3
対象 �令和2年3月に高等学校を卒業見込

み～おおむね46歳で、研修終了後
もJAあいち豊田管内（豊田市、み
よし市）に居住し、管内で就農で
きる人

定員 �1人
選考 �1次審査…書類審査、面接、作文、

研修体験、2次審査…面接
申込 �2月29日（土）までに応募書類に必

要事項を記入し、あいち豊田農業
協同組合みよし施設園芸支援セン
ター（〒470-0214�みよし市明知
町大塚132-3）へ郵送（締切日必着）
もしくは直接（持参前に要電話）

とよた業界研究会
豊田市雇用対策協会
☎0565-34-1999
　45社が参加します。この機会に地
元業界を知りませんか。
内容 �豊田市周辺地域の業界紹介、企

業研究（5社以上訪問した人に、
図書カードを進呈）

日時 �2月7日（金）10：30～15：30

ホームページホームページ

ホームページ



24 広報みよし　2020年 1月号

催し・講座
防災安全課の催し
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【110番の日みよし市安全・安心フェ
スタ】

　交通安全・防犯イベントを実施しま
す。さまざまなブースを出展しますの
で、ぜひお越しください。
内容 �110番通報に関する啓発、交通

安全に関する啓発活動、交通取締
用パトカー・白バイ展示、警察官
制服（子供用）体験、交通安全手
形、交通安全缶バッチ作成、防犯
に関する啓発活動など

日時 �①1月10日（金）16：00～18：00
場所 �イオン三好店

【防災講演会】
　女性を中心に防
災・減災活動に取
り組むボランティ
アグループ、防災
ママかきつばたの
高
た か ぎ
木一

か ず え
恵さんを講

師に迎え、「女性
視点から考える防災への取り組み～こ
れからはじめるママ防災～」をテーマ
に講演会を開催します。
　女性視点の防災啓発ブースも設けま
す。皆さんのお越しをお待ちしていま
す。
日時 �2月8日（土）13：30～14：40（ブ

ースは13：00～15：00）
場所 �サンアート小ホール
定員 �先着で400人　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

【シルバー交通安全教室】
　急速な高齢化の進展や交通環境の変
化に伴う悲惨な交通事故から高齢者を
守るため、高齢者対象の交通安全教室
を開催します｡
内容 �豊田警察署交通課による交通安全

講話や運転適性検査、交通安全教
育チーム「あゆみ」による寸劇など

日時 �2月21日（金）13：30～16：00（予
定）

場所 �一般社団法人愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター

対象 �市内在住で65歳以上
定員 �抽選で20人程度　費用 �無料
申込 �1月30日（木）までに申込書（防災

安全課で配布、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、防災安全課へ郵送、フ
ァクス、メール、または直接

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 �1月16日（木）19：00～20：30
場所 �サンアートロビー　費用 �無料

【サンアートスペシャルコンサート】
日時 �1月18日（土）10：45～20：00
場所 �サンアート小ホール　費用 �無料

省エネ住宅セミナー
環境課  ☎32-8018  N76-5103
　みよし市、岡崎市、豊田市が協働で
省エネな住まいづくりのためのセミナ
ーを開催します。講演や3市の補助金
担当者による制度についての紹介を行
います。
日時 �①1月25日（土）、②2月1日（土）13：

30～15：30
場所 �①とよたエコフルタウン（豊田市

元
もとしろ

城町3-11）、②岡崎市竜美丘会
館（岡崎市東

ひがしみょうだいじ

明大寺町5-1）
対象 �市内で新築・リフォームを検討し

ている人
定員 �先着で30人
申込 �1月7日（火）～21日（火）に参加希望

会場、参加者全員の氏名、住所、

電話番号、ファクス番号、メール
アドレスを記入し、中日アド企画
へファクス（N0564-23-2031）、
またはメール（{zeh@chunichi-
adnet.co.jp）

第6回ビジネス交流会
in TOYOAKE
豊明市商工会  ☎0562-93-6666
内容 �自社の事業の紹介と情報交換
日時 �2月13日（木）18：00～20：30
場所 �豊明市文化会館ギャラリー3・4（豊

明市西
にしがわ

川町広
ひろはら

原28-1）
定員 �先着で100人（1事業所2人まで）
費用 �500円（商工会非会員1,000円）
申込 �1月31日（金）までに参加費を持

参し、豊明市商工会へ直接

愛知女性活躍推進シンポジウム
ハローワーク豊田 企業支援
部門  ☎0565-31-1400

（部門コード31#）
内容 �女性活躍推進の専門家による基調

講演、企業の取り組み事例紹介、
パネルディスカッション

日時 �1月29日（水）13：30～15：50
場所 �スカイホール豊田（豊田市八

はちまん

幡町
1-20）

定員 �先着で1,250人　費用 �無料
申込 �愛知労働局ホームページから予約

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知りたい！大人のためのクラシ

ック講座第1回「これでナットク!?
導入編」、②能狂言が見たくなる
講座第4回「おとぎ話と能」

日時 �①1月21日（火）11：00～、②1月
25日（土）14：00～

場所 �①豊田市コンサートホール（豊田市
西
にしまち

町1-200�豊田参合館10階）、
②豊田市能楽堂（豊田参合館8階）

費用 �①・②1,000円（学生500円）
申込 �ホームページから予約

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
精神保健福祉部会シンポジウム

「私のリカバリーストーリー」
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　作業療法士の岩

い わ い
井和

か ず こ
子さんを講師に

招き、精神疾患を抱える3人の体験談
を聞きます。障がいがあっても暮らし
やすい地域について考えませんか。
日時 �1月25日(土)13：30～15：30（開

場は13：00）
場所 �市役所3階研修室1・2
対象 �市内在住、または福祉関係者など
定員 �先着で50人
申込 �氏名、電話番号、障がいへの配慮

が必要な人はその内容を明らかに
して、福祉課へ郵送、電話、また
はファクス

令和元年分保険料（税）納付額の
お知らせ
保険年金課  ☎32-8011 �N34-3388
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料は、確定申告などの
社会保険料控除の対象になります。平
成31年1月から令和元年12月の間に
みよし市に支払った保険料（税）がある
人には「保険料（税）納付額のお知らせ」
を1月下旬に郵送しますので、納付額
の確認にご利用ください。
　みよし市以外の市町村へ支払った保
険料（税）がある場合は、その納付額も
加算して申告ができます。
　なお、特別徴収（年金からの引き落
とし）で支払った保険料（税）は、日本
年金機構などから届く公的年金などの
源泉徴収票にも記載されていますの
で、重複しないように注意してくださ
い。
　また、普通徴収（納付書または口座
振替）による納付額は、納付実態に合
わせてご家族などの申告に使用できま
すが、特別徴収による納付額は、本人
の申告でしか使用することができませ

んのでご注意ください。

要介護認定者などの障がい者控除
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　本人または扶養している家族が介護
認定を受けている場合、一定の要件を
満たすときは、確定申告をすると障が
い者控除として一定金額が所得から控
除されます。
　控除対象者には、申請により「障が
い者控除対象者認定書」を交付します。
認定基準日は、令和元年12月31日現
在、または死亡日とします。

【障がい者控除】
対象 �次の全てに該当する人
①65才以上の人で要支援2以上
②�認定調査票および主治医意見書の
「障がい高齢者日常生活自立度」が自
立、J1、J2、A1、A2に該当

③�認定調査票および主治医意見書の
「認知症高齢者等日常生活自立度」が
自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱbに該当

【特別障がい者控除】
対象 �上記①と、次のいずれかに該当す

る人
①要介護4、または要介護5
②�認定調査票または主治医意見書の
「障がい高齢者日常生活自立度」が
B1、B2、C1、C2に該当

③�認定調査票または主治医意見書の
「認知症高齢者等日常生活自立度」が
Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当

申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接（認定証の即日交付は
不可。後日郵送）

確定申告用の医療費（介護用お
むつ代）控除証明書の発行
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　要介護認定を受けている人は、医師
が発行した「おむつ使用証明書」の代わ
りに、市が発行する「医療費（おむつ
代）控除証明書」（要介護認定に係る主
治医意見書の内容により確認）を添付
することにより、確定申告で控除を受
けることができます。

対象 �次の全てに該当する人
①�おむつ代に係る控除を受けるのが2
年目以降

②�主治医意見書の「障がい高齢者日常
生活自立度」がB1、B2、C1、C2

③�主治医意見書の「尿失禁の発生可能
性」が「あり」

申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接（認定証の即日交付は
不可。後日郵送）

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
　ヘルスパートナーと一緒に福谷城や
猿投古窯を巡る福谷地区のコースで
す。
日時 �2月7日(金)9：30～11：30（8：00

の時点で雨天の場合は中止）
場所 �福谷ハピネスホールに集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

60歳からの栄養・健康教室
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

　普段料理をしない人も、ぜひご参加
ください。皆さんのご参加をお待ちし
ています。
内容 �健康・栄養についての講話、みそ

汁の塩分チェック、調理実習
日時 �1月29日(水)10：00～12：30
場所 �保健センター
対象 �市内在住で60歳以上
※男性、一人暮らしの人は年齢を問い
ません。
定員 �先着で20人　費用 �300円
申込 �1月17日（金）までに、健康推進課

へ電話、または直接
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健康・福祉
認知症初期集中支援チーム
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
　認知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けるためには、早期の発見・
対応が大切です。市には、認知症また
はその疑いがある人やご家族への初期
支援を行う、専門職による支援チーム
があります。
　相談後は、必要に応じて支援チーム
が家庭訪問や医療機関との調整など、
問題解決のための支援を実施します。
対象 �市内在宅の40歳以上で、認知症

状や専門病院の受診などで困って
いる本人または家族

相談 �対象者の住所地にある地域包括支
援センターへ電話

●�みなよし地区地域包括支援センター
（南中学校区）☎33-3502
●�なかよし地区地域包括支援センター
（三好中学校区）☎34-6811
●�きたよし地区地域包括支援センター
（北・三好丘中学校区）☎33-0791

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
　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 �参加者交流会、健康運動指導士に

よる健康体操
日時 �1月10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

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・⑤3月3日（火）、④3月
1日（日）

申込�1月6日（月）～2月14日（金）にハロ
ーワーク豊田へ直接

講演「遺伝・ゲノムと医療と健康」
日本赤十字豊田看護大学  学務課
☎0565-36-5111
内容 �京都大学医学研究科特定教授の

西
にしがき
垣昌

まさかず
和さんの講演

日時 �2月8日(土)16：20～17：50
場所 �日本赤十字豊田看護大学
定員 �先着で100人（要予約）
申込 �1月6日（月）9：00以降に日本赤十

字豊田看護大学へ電話

精神保健福祉家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �名古屋市立大学大学院看護学研究

科教授の香
か つ き
月富

ふ じ か
士日さんの講演「家

族が元気になるための家族教室」

日時 �2月12日(水)14：00～16：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

お お て ま ち
手町

1-12）
対象 �統合失調症などの患者の家族
費用 �無料
申込 �1月31日（金）までに衣浦東部保

健所健康支援課こころの健康推進
グループへ電話

子育て
ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会
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
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての手助けをしてほしい人（依頼
会員）」と「子育ての手助けをしてくれ
る人（援助会員）」をつなぐ、子育てを
支援する組織です。
内容 �入会説明、講義「子どもの事故予

防について」「心肺蘇生法につい
て」（依頼会員は入会説明のみ）

日時 �2月14日（金）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �依頼会員…市内在住・在勤・在学で

生後2カ月～小学6年生の子どもを
養育していて育児援助を受けたい
と思う人、援助会員…市内在住
で、心身ともに健康で育児の援助
をしてくれる20歳以上の人

託児 �あり
申込 �1月9日（木）～2月6日（木）にファ

ミリー・サポート・センターへ電
話、または直接

　　有料広告

 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

   1 土
月1

   42020
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中学校武道場…300円
※1回の使用料金です。
申込 �2月14日（金）までに、申請書（ス

ポーツ課で配布）に必要事項を記
入し、スポーツ課へ直接

三好池桜マラソン
三好走ろう会  ☎・N32-8119

　桜が咲く三好池の周りを楽しく走り
ませんか。お気軽にご参加ください。
なお、三好池工事のため、コースと参
加人数が例年と異なります。
日時 �4月5日（日）8：00～
場所 �三好公園陸上競技場および三好

池周辺道路
種目 �①1.5km、②6.1km、③10.4km
対象 �①年齢制限なし、②・③中学生以上
定員 �先着で1,200人
費用 �①1,200円、②・③2,200円
申込 �次のいずれかの方法
●�1月8日（水）以降にスポーツエントリ
ーのホームページの三好池
桜マラソンエントリーペー
ジで受け付け

●�1月26日（日）12：00～17：00、2
月1日（土）・2日（日）10：00～18：
00に、申込書に必要事項を記入し、
参加費用を持参の上、三好走ろう会
事務所（三好町夕田58-1）へ直接

ホームページ

親子のリトミック
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内  ☎36-5722  N36-5108
日時 �1月28日（火）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳9カ月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 �1月14日（火）～21日（火）9：00～

16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

小中学校入学説明会
学校教育課  ☎32-8026  N34-4379
　令和2年度、小中学校に入学する子
を対象に、入学説明会を実施します。
小学校の入学説明会の案内は、1月上
旬までに各保育園・幼稚園で配布、また
は学校教育課から送付します。中学校
の入学説明会の案内は、各小学校で配
布します。内容を確認していただき、
入学するお子様と一緒にご出席くださ
い。なお、やむを得ず欠席する場合は
事前に学校へ直接連絡してください。

赤ちゃんマッサージ
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 �2月14日（金）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
対象 �2カ月～11カ月の未就園児とそ

の保護者
定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �1月31日（金）～2月7日（金）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

スポーツ
キラポンダンスぷち体験会
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
　ポンポンを持って、みんなで楽しく
踊ります。
日時 �2月22日（土）10：30～11：30
場所 �緑と花のセンター研修室
定員 �先着で年中女子8人
費用 �500円（当日集金）
申込 �1月15日（水）9：00以降に、氏名、

園名、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

令和2年度小中学校の
体育施設スポーツ開放
スポーツ課  総合体育館
☎32-8027  N34-6030
　市内の小中学校の体育館、武道場を
学校教育に支障のない範囲で有料開放
します。
日時 �4月11日～令和3年3月13日（12

月28日～1月4日を除く）18：30～
21：30

※学校の行事などにより利用中止とな
る場合があります。
対象 �定期的（年間20回以上）に施設を

利用し、市内在住・在勤・在学の
10人以上で構成する団体

費用 �小学校体育館…460円、中学校体
育館…全面640円、半面320円、

　　有料広告

ホームページ
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スポーツ
硬式テニス協会会員募集
テニス協会　長

ながやま

山家
いえひさ

久さん 
☎090-3152-5986
　令和2年度の個人・団体会員を募集
します。�
対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �1月21日（火）～2月20日（木）に、

申込書（総合体育館で配布、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、総合体
育館へ直接

採　用
給食協会非常勤職員
給食協会  学校給食センター内
☎32-0501  N34-0199
職種 �①調理員、②用務員
内容 �①野菜洗いなどの下処理・片付け、

調理道具・食器などの洗浄、清掃、
②調理着の洗濯など

期間 �4月1日～令和3年3月31日
勤務 �①平日8：00～12：00、または11：

00～16：30（休憩1時間）（週3～4
日）、②平日13：00～17：00（週2
～3日）

対象 �高等学校、または同程度の学校を
卒業

選考 �書類選考、面接
申込 �1月27日（月）～2月6日（木）に雇用

願（給食協会で配布、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、給食協会へ直接

みよし市職員（非常勤）
人事課
☎32-8351  N32-2165
　会計年度任用職員（現在の臨時的非
常勤職員）を募集します。詳細はホー
ムページをご覧ください。
勤務 �1日7時間45分以内で週37時間30

分以内
期間 �4月1日～令和3年3月31日（職種に

より短期間の場合あり）
選考 �書類選考、または面接
申込 �1月31日（金）までに「みよし市会

計年度任用職員登録申込書」（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、人事課へ直接

自衛隊
自衛隊  豊田所
☎・N0565-32-7384

【自衛官募集】
種目 �自衛官候補生　対象 �18～32歳
申込 �随時。自衛隊豊田所へ電話

【公務員合同制度説明会】
日時 �2月15日（土）9：40～12：00
場所 �豊田市視聴覚ライブラリー（豊田

市挙
こ ろ も
母町3-59）

伝言板
フードドライブにご協力を
　食品ロス削減のため、家庭で不要に
なった飲食物の提供にご協力をお願い
します。
対象 �未開封で常温保存ができ、賞味期

　　有料広告

限が1カ月以上残っているもの
申込 �事前に持ち込み内容を三好丘緑集

会所へ電話（☎36-1151）の上、平
日9：00～13：00に三好丘緑集会
所へ直接

雑木林deセルフケア
内容 �呼吸法、ストレッチ、自然散策な

ど
日時 �1月13日（祝）、2月24日（祝）、3

月15日（日）10：00～12：00
場所 �三好丘緑地　対象 �18歳以上
定員 �先着で5人　費用 �1,000円
申込 �鈴

すずき
木友

とも
よさんへ電話（☎090-1231-

9989）、またはメール（{tmerumo
　　suzuki@gmail.com）

認知症予防に役立つコグニサイズ
内容 �軽運動と脳トレ（見学自由）
日時 �毎月第2・4金曜日10：00～11：30
場所 �サンアート軽運動室（変更あり）
費用 �入会金500円、月額500円
申込 �月

つきおか
岡守

まもる
さんへ電話（☎090-8187-

6636）

ガールスカウトオリンピック
　世界の遊びと食を学びませんか。
日時 �1月19日（日）、2月16日（日）10：

00～13：00
場所 �緑と花のセンター研修室
対象 �年長～小学3年生の女児とその保

護者
定員 �各日ともに先着で15組　
費用 �300円
申込 �安

やすだ
田初

はつよ
代さんへ電話（☎090-1985-

6347）

ホームページ

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。

企画展「にっしんの学校教育―明治から戦後までの歩み―」

ファンカッション

安心安全フェス2020

左
さぎちょう
義長

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825

生涯学習課　☎0561-38-4111

防災防犯対策課　☎0562-92-8305

生涯学習課　☎0561-56-0627

　学校教育の変遷を、明治から戦後の教
科書を紹介しながらたどります。明治の
教科書自由採択時代から、検定教科書、
国定教科書と教育内容の移り変わりを紹
介。時代ごとの女子教育にも注目し、男
子と女子の教育内容を比較・検証します。

　車の運転や横断歩道の横断方法が正し
いか確かめてみませんか？　新たな年の
初めに、家族で一緒に安全で安心してい
られるように、ぜひご参加ください。
内容 �自転車のながら運転事故のVR体験、

子ども用警察制服試着記念撮影など

日時 �1月19日（日）までの9：00～17：00
※月曜日休館（祝日の場合は開館）、年始
は1月5日（日）から開館します。
場所 �岩崎城歴史記念館（日進市岩

いわさき
崎町市

いち

場
ば

67）
費用 �無料

日時 �1月19日（日）12：00～16：30
※雨天決行・荒天中止で、一部内容を変
更する可能性があります。
場所 �豊明市文化会館ギャラリーおよび屋

外（豊明市西
にしがわ

川町広
ひろはら

原28-1）
費用 �無料

　日本の打楽器パフォーマンスを代表す
るグループ「ファンカッション」のハイレ
ベルな技術と躍動感あふれるステージ。
日時 �2月1日（土）14：00開演
場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春

はる

木
き

字北
き た ん だ

反田14）

　左義長は、古いお札や正月飾りを燃や
す行事で、「どんど焼き」とも呼ばれ、今
年も地元の皆さんにより行われます。
日時 �①1月12日（日）6：30ごろ（雨天決行）、

②1月12日（日）6：00ごろ(雨天時は
1月13日（月）に延期)

場所 �①岩
や ざ こ

作壁
か べ の も と

ノ本御
おんたけ

嶽神社下の高根橋付
近の河川敷、②岩作長

ながつる
鶴のグリーン

ロード北側の農地
※駐車場はありません。
※①は岩作左義長有志の会、②はボーイ
スカウト長久手第1団による実施です。

費用 �一般2,000円、高校生以下1,000円
（全席指定、保護者膝上の未就学児
は無料）

申込 �東郷町民会館（火曜休み）窓口で発売
中（電話予約も受け付け中）。チケッ
トぴあでも販売（Pコード 157-207）


