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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
エコエネルギー促進事業補助金
環境課  
☎32-8018��N76-5103　
対象 �次の条件を満たす個人、
　　または事業者
①�市内在住、または市内に事務所を有
する事業者
②市税などを滞納していない
③�対象となる住宅用システムを新設、
Z
ゼ ッ チ
EHを新築で購入、低公害車を新
車で購入した人（補助は原則1世帯
各1回限り）、または、自らの事業
用に供する目的で低公害車を新車で
購入した事業者

補助 �次のとおり
【住宅用システム】
①�太陽光発電システム…システム出力
1kwあたり4万円（上限5kw20万円）
②�燃料電池システム…本体および設置
費の10％（上限15万円）
③�蓄電システム…本体および設置費の
10％（上限15万円）
④�H

ヘ ム ス
EMS…本体および設置費の10％

（上限1万円）
⑤�電気自動車等充給電設備…本体およ
び設置費の10％（上限5万円）
⑥ZEH…定額40万円
※①・③・④、または、①・④・⑤の組み
合わせで同時に申請する場合、定額
15万円を加算します。
※ZEHの補助を申請する場合、加算
制度の対象となりません。
【低公害車】
①�燃料電池自動車…車両本体価格の
5%（上限35万円）
②�電気自動車・プラグインハイブリッ
ド車…車両本体価格の5%（上限15

万円）
③超小型電気自動車…上限5万円

【外部給電用コンセント】
AC100V1500W以上で、容易に取り
外せない給電コンセント
申込 �4月22日（水）以降に、申請書（環
境課で配布、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、添付書類を添えて、環
境課へ直接

※令和元年度から予約制度は廃止とな
りました。

緑化補助制度　
公園緑地課  
☎32-8024 �N34-4189
　都市緑化と都市環境の改善を目的に
市内の民有地の建物、敷地に行う緑化
や、市内の公有地で、住民団体が行う
植栽などの活動にかかる費用を補助し
ます。
　着手する前に申請書類の提出が必要
です。着手後の申請については受け付
けできません。要件など、詳しくは
ホームページをご覧ください。

犬・猫の避妊去勢手術費補助
環境課  
☎32-8018��N76-5103

対象 �次の全てに該当する人
①�市内在住
②�飼育する犬や猫を開業獣医師により
手術した

③市税などを滞納していない
④�犬については、登録および狂犬病予
防注射を実施している

補助 �犬…避妊手術費の2分の1（上限
5,000円）、去勢手術費の2分の1
（上限3,000円）、猫…避妊手術
費の2分の1（上限4,000円）、去
勢手術費の2分の1（上限2,000
円）

申込 �手術実施後180日以内に申請書(環
境課で配布、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、環境課へ直接

生涯学習推進事業への補助
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114
　生涯学習活動を積極的に
推進する団体、または新たに生涯学習
活動を始める団体に、生涯学習活動に
かかる費用を補助します。
対象 �次の全てに該当する団体
①�会則などを有し経理などの機能が確
立している
②�団体の本拠地としての事務所などの
場所および活動場所を市内に有して
いる
③�設立3年以内で継続して同じ活動を
している
④�構成人数が10人以上であり、かつ
構成員の3分の2以上が市内在住で
ある
⑤�政治、宗教または営利活動を目的と
しない

補助 �補助対象経費の2分の1(上限
33,750円)

申込 �申請書（生涯学習推進課で配布、
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、
生涯学習推進課へ直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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かに該当する事業
①�新商品開発事業…新商品、新サービ
スなどの研究•開発を行う
②�販路開拓事業…開発した新商品、新
サービスまたは農業者が自ら生産し
た農畜産資源の販路拡大のために行
う展示会への出展など

補助 �①10万円以上50万円以内（補助
率2分の1以内）、②5万円以上20
万円以内（補助率2分の1以内）

申込 �事業計画書（産業課で配布、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、産業課
へ直接

雨水貯留タンク
設置事業補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429

　

　雨水の有効活用を図ることで、河川
などへの急激な雨水の流出を抑制し、
洪水や浸水被害を軽減することを目的
に、家庭用の雨水貯留タンク（地上据
置型、貯水容量100リットル以上の
市販されている未使用品）の設置に補
助金を交付します。
対象 �市内在住で市税の滞納がなく、住
宅（店舗などとの併用住宅を含
む）に雨水貯留タンクを設置する
人（補助は、当該年度につき1世
帯当たり1基まで）

補助 �雨水貯留タンク設置に係る材料
費・工事費の2分の1（1,000円未
満切捨て、上限2万円）

申込 �購入前に、申請書（道路河川課で
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、道路河川課へ直接

※事業完了後15日以内、または当該

年度の3月15日のいずれか早い日まで
に、事業実績報告書の提出が必要です。

狭あい道路拡幅整備の補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　住宅が密集し道路幅員が
狭く、災害時などに緊急車両の円滑な
通行ができないなどの事態を解消し、
安心･安全なまちづくりを推進するこ
とを目的に、補助金を交付します。
内容 �次のとおり
①�建築行為に伴い道路後退用地を寄附
する場合に、㋐後退道路用地確定に
伴う測量および分筆登記費用、㋑後
退用地内にあるフェンスおよび塀な
どの撤去費用の一部を補助
②�すみ切り用地を寄附した場合に、奨
励金を交付

補助 �次のとおり
�㋐1件あたり上限70万円
㋑間口1ｍあたり1万円（上限10万円）
②�固定資産税評価額を敷地面積で割り
返した1㎡あたりの額にすみ切り用
地の面積を掛けた額の2分の1

申込 �申請書（道路河川課で配布、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、道路河
川課へ直接

石綿（アスベスト）による疾病
の補償・救済
愛知労働局労働基準部労災
補償課  ☎052-855-2147
　労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因で、中皮腫や肺が
んなどを発症したと認められた場合に
は、労災保険法に基づく各種の労災保
険給付や石綿救済法に基づく特別遺族
給付金が支給されます。また、中皮腫
などで既にお亡くなりになられた人が
過去に石綿業務に従事されていた場合
でも、労災保険給付などの支給対象と
なる可能性があります。まずはお気軽
に愛知労働局労働基準部労災補償課へ
ご相談ください。

鳥獣被害防止対策事業補助金
産業課 
☎32-8015  N34-4189

対象 �市税を滞納していない、市内で農
業を営む人、または農業者団体
(共同で鳥獣被害防止施設を設置
する3戸以上の農業者、農地所有
適格法人および認定農業者）で次
の対象物を購入

【対象物】
①令和2年4月1日以降に購入
②市内の農業振興地域内の農地に設置
③�鳥獣類の農地への侵入防止を目的
に設置する資材(電気柵、ワイヤー
メッシュ柵、鳥侵入防止網など)

補助 �補助対象経費の2分の1（上限5万
円(農業者団体は15万円)

申込 �資材購入前に、交付申請書（産業
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、設置場所の位置図、購入
資材の見積書、構成員名簿(農業
者団体が共同で設置する場合)を
添付し、産業課へ直接

みよし市の農畜産資源を活用
した6次産業化の補助金　
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　6次産業化を推進するため、新商品
開発や販路開拓の事業計画を募集•選
考し、採用された事業に補助金を交付
します。
対象 �市内在住の農業者または市内に事
務所がある中小企業者で、市税な
どを滞納していない者

【対象事業】
　令和2年度中に完了する次のいずれ

ホームページ

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
年金相談の変更
保険年金課  ☎32-8016��N34-3388
　豊田年金事務所主催の出張年金相談
では、裁定請求や受給見込み額の確認
などが可能でしたが、令和元年度で終
了となりました。4月からは、市が行
う社会保険労務士による年金に関する
一般相談を実施します。
�日時 �毎月第2水曜日13：00～16：00
場所 �市役所1階相談室
申込 �保険年金課へ電話（要予約）

春の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　4月6日から15日まで、春の全国交
通安全運動を実施します。交通安全意
識を高め交通事故を防止しましょう。

【運動重点】
●�子どもを始めとする歩行者の安全の
確保
●高齢運転者の安全運転の励行
●自転車の安全利用の推進

春の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　4月1日から10日まで、春の安全な
まちづくり県民運動を実施します。

【運動重点】
●�住宅を対象とした侵入盗の防止（年
間取組事項）
●�自動車盗の防止
●�特殊詐欺の被害防止
●�子どもと女性の犯罪被害防止

市営住宅空室待ち
入居者募集
都市計画課  
☎32-8023 �N34-4429
{toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
場所 �明知住宅（3DK）、福谷住宅（3DK、
2DK、シルバーハウジング）、莇
生住宅（3DK、改修工事のため9
月初旬入居開始予定）

対象 �申込日時点および入居順位到来
時点で次の全てに該当する人

①市内在住、または在勤
②市税を滞納していない
③�現に同居、または同居しようとする
親族（内縁関係にある人（婚約者を含
む））がいる
※福谷住宅（2DK）は、要件を満たせ
ば単身者の申し込みも可能です。
④�現に住宅に困窮している
⑤��申込者（同居親族を含む）が暴力団員
でない
※全ての住宅に所得要件があります。
※シルバーハウジングは、年齢などの
制限があります。
申込 �4月6日（月）～17日（金）9：30～16：
15に申込用紙（都市計画課、また
はサンネットで配布、もしくはホ
ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、都市計画課
へ直接

※入居順位は4月27日（月）10：00に
住宅ごとに抽選を行い決定します。抽
選による入居順位は令和3年3月末日
まで有効で、空室ができ次第、書類審
査後に入居する権利が与えられます。

譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
今号はなし

【譲ってください】�
北中学校体操服一式、天王小学校体操
服（夏・冬）、保育園のスモック・体操
着・バレエシューズ

【交渉の流れ】
　希望者は、4月6日（月）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

緑のカーテン用苗の無料配布
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　夏の省エネルギーや、地球温暖化防
止策の一環として「緑のカーテン設置
事業」を実施しています。今年は、ゴ
ーヤの苗2株、きゅうりの苗2株、メ
ロンの苗2株を配布します。ぜひお申
込みください。
日時 �5月10日（日）9：00～10：00
場所 �市役所正面駐車場
対象 �市内在住で成長記録および写真を
提出できる人

定員 �先着で150世帯
申込 �4月13日（月）～5月1日（金）に環境
課へ電話、メール、ファクスまた
は直接

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ホームページ

前の車、新入りさん？
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　4月は年度始めの月であり、就職や転勤など新しい環境を
スタートさせる社会人が多くなる季節です。土地勘のない道
を、不慣れな車両で運転するドライバーや、歩行者が多くな
ります。心にゆとりを持って、いつも以上に安全な行動を心

掛けましょう。また、4月6日から15日までの10日間は、春の全国交
通安全運動期間です。悲惨な交通事故を1件でも減らすため、交通ルー
ルを守り思いやり運転に努めましょう。
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日時 �下表のとおり
日時 時間 場所

4月
13日
（月）

10:00～10:20 西一色ふれあい会館
10:30～10:50 三好下公民館
11:00～11:20 東山児童館
11:30～11:50 新屋児童館
13:00～13:20 明知下公民館
13:35～13:55 打越公民館

4月
14日
（火）

10:00～10:20 三好丘集会所
10:30～10:50 三好丘緑集会所
11：05～11:40 黒笹公民館
13:00～13:35 福谷公民館
13：45～14：05 莇生公民館

費用 �3,500円(狂犬病予防注射代2,950
円、注射済票交付手数料550円)

※犬の新規登録が必要な場合は、別途
3,000円が必要です。
他 �犬が死亡した場合や、飼い主の住
所が変更した場合などは、環境課
へ届け出が必要

多文化共生ボランティア
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702

　多文化共生事業に協力してくださる
ボランティアを募集します。
内容 ��外国人のための日本語指導、通訳・
翻訳、ホームステイの受け入れ

申込 ����登録用紙（協働推進課で配布、ま

たはホームぺージからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、協働
推進課へ直接

農業支援ボランティア
産業課 
☎32-8015 N34-4189
　農繁期などに農作業の手助けを必要
とする農家に対し、農業支援をしてい
ただけるボランティアと、ボランティ
アの受け入れ農家を募集します。
時間 ��8：00～17：00頃の間（ボランテ
ィアと受け入れ農家で決定）

内容 ��土作り、種まき、植え付け、施
肥、草取り、収穫、販売補助�他

対象 �ボランティア…18歳以上で農業
に興味がある、健康な人（20歳未
満は保護者の同意が必要）、受け
入れ農家（法人含む）…市内に10a
以上の農地を持ち、自ら農業を営
んでいる

申込 �申請書（産業課で配布、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、産業課へ直接

豊田都市計画用途地域の変更
の案および特別用途地区の変
更の案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021 �N34-4429
　郷浦地区における豊田都市計画用途
地域の変更の案および特別用途地区の
変更の案を縦覧します。
期間 �4月10日（金）～4月24日（金）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �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、または直接

戦没者などの遺族に対する
第11回特別弔慰金
福祉課  ☎32-8010��N34-3388
　先の大戦において国に殉じた戦没者
などの尊い犠牲に改めて思いをいた
し、国として弔慰の意を表するため、
特別弔慰金を支給します。
対象 �戦没者などの死亡当時のご遺族
で、令和2年4月1日時点で「恩給
法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年
金」などを受ける人（戦没者などの
妻や父母など）がいない場合で、
戦没者の遺族に対する特別弔慰金
支給法上の「戦没者の遺族」のうち
先順位のご遺族1人

申請 �4月1日～令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると受け取ることが
できなくなります。ご注意ください。

狂犬病の予防集合注射
環境課  ☎32-8018��N76-5103
　生後91日以上の犬の飼い主は、狂
犬病の予防注射を毎年4月1日から6
月30日までの間に1回受けさせなけ
ればなりません。
　市では、狂犬病の予防集合注射を行
います。注射当日は、あらかじめ郵送
した登録確認通知書(はがき)に必要事
項を記入して、必ず持参してくださ
い。
　また、かかりつけの動物病院でも同
じ期間内で注射を受けられます。この
場合も登録確認通知書を持参してくだ
さい。

 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

   4 水
月4

   12020

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
学校ボランティアの募集
学校教育課　
☎32-8026��N34-4379
{gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【学校安全ボランティア】

　子どもたちが事件や事故に巻き込ま
れることなく安心して過ごせるよう、
各小学校の安全対策活動に協力してい
ただける人を募集します。
内容 ��登下校時のパトロール、各ポイ
ントや軒先での声掛け活動�他

期間 ��4月～令和3年3月の活動できる日
申込 �4月1日(水)以降に申込用紙（学校
教育課、または各小学校で配布）
に必要事項を記入し、各小学校へ
直接

【学校支援ボランティア】
　児童生徒の教育活動や支援の充実、
円滑な学校運営の推進を図るために活
動していただける人を募集します。
内容 ��授業補助、部活動補助、図書室
補助、読み聞かせ・読み語り、学
校生活に関わることなど

申込 �登録票（学校教育課で配布、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、学校教
育課へメール、または直接

シルバー人材センター入会説明会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831　
内容 �事業について、入会の要件、登
録手続きの進め方など

対象 �市内在住でおおむね60歳以上の、
健康で働く意欲のある人

日時 �①4月～令和3年3月の毎月第３水
曜日（6月は18日（木））14：00から
１時間程度、②4月・6月・8月・10
月・12月・2月の第4水曜日14：00

から１時間程度
場所 �①生きがいセンター「太陽の家」、
②ビジターセンター（カリヨンハ
ウス内）

申込 �不要。開催日に会場へ直接

市民人材バンク
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
　知識や技能を生かして指導してみま
せんか。特に、外国語の翻訳ができる
人の登録を必要としています。指導レ
ベルは問いません。指導分野について、
詳しくはホームページをご覧ください。
また、市民活動で指導者が必要なとき
は、市民人材バンクをご利用ください。

【指導者の登録】
対象 �市民活動に理解があり、特技や知
識を生かして市民に指導していた
だける人（宗教、政治、営利目的
の活動を除く）

【市民人材バンクの利用】
対象 �市内在住・在勤・在学の個人、また
は市内で活動する団体

【登録・利用の申し込み】
　申込書（協働推進課で配布、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、協働推進課へ直接

児童育成計画審議会委員募集
子育て支援課  
☎32-8034��N34-4379
　みよし市児童育成計画の策定に関す
る調査・検証や、特定教育・保育施設お
よび特定地域型保育事業の利用定員の
設定に関することなどを審議する、委
員を募集します。
期間 �選任日～令和6年3月31日
対象 �次の全てに該当する人
①子育て支援に関心がある
②市内在住で満18歳以上
③�平日の昼間に開催する検討委員会に
出席できる
④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
報酬 �会議1回につき7,000円

申込 �4月30日（木）までに、申込書（様
式自由）に住所、氏名、生年月日、
職業、電話番号、志望理由（簡潔
に記入）を明らかにして、レポート
（1,000字程度、テーマ「子育て支
援について」）を添えて子育て支援
課へ直接

※申込書・レポートは返却しません。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

社会福祉協議会会員
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588��N34-5860　
　社会福祉協議会（以下社協）では、地
域の福祉を推進するため社協事業に賛
同いただける、会員を募集しています。
社協は、地域福祉のあらゆる問題に対
応し、行政に働きかけることができま
す。行政区を通じ、全世帯を対象に会
員募集の案内をさせていただきますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

NPO・協働相談
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　市民活動を始めたい、現在の活動を
活性化したい、さまざまな団体とつな
がりたいなど、NPO法人あいちNPO
市民ネットワークセンター専門スタッ
フが相談に応じます。
日時 �毎月第1木曜日13:30～16:30
場所 �市役所3階協働推進課　費用 �無料
申込 �前日までに協働推進課へ電話、
または直接

消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　通信販売のトラブルや架空請求、送
りつけ商法などの悪質商法や商品に関
する消費生活上のトラブルに、専門の
相談員が相談に応じます。
日時 �月・水曜日9：00～12：00、木・金
曜日13：30～16：30

場所 �市役所4階相談室11　費用 �無料
相談 �産業課へ電話、または直接

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ホームページ
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男女共同参画交流ネットへの登
録団体・グループ募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
対象 �次の条件の全てに該当する団体、
またはグループ（ただし、特定の
宗教および政治団体を除く）

①�主に市内在住・在勤・在学の３人以上
で構成
②主に市内で活動
③男女共同参画を推進
④活動実績が1年以上
支援 �団体間の交流機会の提供、みよ
し男女共同参画交流ネット通信な
どによる登録団体の紹介、男女共
同参画に関する情報提供、自主講
座に対する講師料の補助（上限
２万円）�他

申込 �申込書（協働推進課で配布、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、前年度
活動実績と会員名簿を添えて協働
推進課へ直接

就労支援センター
ジョブサポートみよしの相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流
館内  ☎33-1860��N32-8222
　ジョブサポートみよしでは、さまざ
まな相談を行っています。ご利用は無
料です。お気軽にお越しください。
内容 �①就労相談…全国のハローワー
クの求人情報の検索や職業に関す
る相談など、②若者のための職業
相談、③巡回労働相談…職場や仕
事についての困りごと相談

日時 �①平日9:00～17:00、②毎月第
2火曜日9：00～、10：00～、11：
00～、毎月第4火曜日13：00～、
14：00～、15：00～、③毎月第2
火曜日13：00～、14：00～、15：
00～

場所 �ふれあい交流館1階
対象 �①・③どなたでも可、②15～39
歳の若者とその家族　

申込 �①不要。会場へ直接、②・③前日ま
でにジョブサポートみよしへ電話

カラスの巣作りによる停電防止
中部電力パワーグリッド株式会社豊田
営業所  ☎0120-988-554�
　3月から5月にかけて、カラスの巣
作りがピークとなります。金属製のハ
ンガーで電柱の上に巣が作られると、
広範囲で停電する恐れがあります。金
属製ハンガーなどを放置しない、電柱
の上に巣を発見したら中部電力パワー
グリッドに連絡するなど、皆さんのご
協力をお願いします。

催し・講座
手話奉仕員養成講座
福祉課  ☎32-8010  N34-3388

　聴覚障がいのある人の生活に関する
知識と、日常生活での初歩的なコミュ
ニケーション支援が行える、手話技術
の習得を目指します。
日時 �入門過程…5月13日～9月16日の
水曜日10：00～12：00（全19回）、
基礎課程…９月30日～３月17日の
水曜日（全24回）10：00～12：00

場所 �サンライブ多目的室（予定）
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上
定員 �各20人（定員を超えた場合、受講
理由を基に選考）

費用 �無料（別途テキスト代が必要）
申込 �4月17日（金）までに申込用紙（福
祉課で配布）に必要事項を記入
し、福祉課へ直接

春期日本語ボランティア入門講座
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　日本語で困っている人に、日本語を
指導するボランティアになりませんか。
期間 ��5月9日～7月4日の毎週土曜日（5

月23日、6月20日を除く）13：00
～14：30（6月27日は10：00～11：
30）（全7回）

場所 �市民活動センター1階多目的室1
講師 �日本語サークルボランティアの澤

さわ

村
むら
真
まゆ み
弓さん、松

まつしま
島陽

よう こ
子さん

対象 ���講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人（外国語能力不問）

定員 �先着で12人　費用 �無料
申込 �4月24日(金)までに協働推進課へ
電話、または直接

シルバー直売会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831

　シルバー人材センターでは、年に7
回直売会を開催しています。四季折々
の草花や手作りの木工製品を販売しま
す。上半期は、4～6月に開催します。
ぜひお越しください。
日時 �4月15日(水)、5月15日（金）、6
月15日（月）9：00～15：30

場所 �生きがいセンター「太陽の家」

人形小路花まつり
人形小路の会  ☎0566-53-2603

　身近にある木の実や貝殻などで人形
や動物を作り飾り付ける、県指定無形
文化財「吉浜細工人形」の展示と、「人形
小路花まつり」を開催します。
日時 �5月8日（金）～10日（日）（各種イベ
ントは9日（土））

場所 �名鉄三河線吉浜駅前人形小路、
柳
りゅうちいん
池院、宝

ほうまんじ
満寺

ホームページ
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催し・講座
書道教室（硬筆・毛筆）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �4月25日、5月9日・16日、6月13
日・20日・27日、7月4日・11日・
18日、8月8日・29日、9月5日・
12日・26日の土曜日①10：00～
10：50、②10：55～11：45

場所 �なかよしクラブハウス（三好中学
校北校舎2階）

対象 �小学生　定員 �先着で若干名
費用 �受講料…1回800円、年会費…
1,000円、スポーツ保険料…800
円

申込 �4月11日（土）9：00～受付開始。
以降は土・日曜日9：00～12：00、
13：00～15：00、平日（月曜日を
除く）13：00～17：00になかよし
クラブへ電話

健康・福祉
陽春ウォーキング
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小幡緑地公園の
自然豊かな風景を楽しみながら、約
4.5kmのコースを一緒に歩きませんか。

日時 �4月27日（月）9：00～15：00（予
定）（集合9：00、雨天中止）

場所 �市役所第4駐車場に集合
※自家用車でお越しの場合は、市役所
駐車場をご利用ください。
対象 �市内在住　定員 �先着で40人
費用 �無料
持物 �昼食、レジャーシート
※公園内トイレにトイレットペーパー
はありませんので、持参してください。
申込 �4月6日（月）～13日（月）に健康推
進課へ電話、または直接

健康づくりチャレンジ・元気チ
ャレンジ
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　

　健康づくりに取り組んで、ポイント
をゲット！　一定以上のポイントをた
めると、県内の協力店でさまざまなサ
ービスを受けられる「あいち健康づく
り応援カード！　～まいかMyCa～」
と参加賞をプレゼントします。皆さん
のご参加をお待ちしています。
内容 �①健康づくりチャレンジ、②元
気チャレンジ

期間 �令和3年3月末まで（チャレンジシ
ートの配布は令和3年1月末まで）

※チャレンジシートは、保健センター、
福祉センター、市役所（保険年金課、長
寿介護課、福祉課、子育て支援課、市
民課）、サンライブ、市内歯科医療機関

などで配布しています。
対象 �①市内在住・在勤で18歳以上、②
健康づくりチャレンジに参加して
いる人がいる家庭の17歳以下の
子ども

社会福祉協議会からのお知らせ
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860

【ガソリン助成】
対象 �市内在住の身体障がい者手帳の
等級区分1～2級の下肢障がいの
人で、運転免許証を所有し、当該
者名義の自家用車を所有・使用す
る人

補助 �年額5,000円
申込 �障がい者手帳・免許証・車検証の
写し、住民票、印鑑を持参し、社
会福祉協議会へ直接

【高齢者運転免許自主返納支援】
対象 �次の全てに該当する人
①�自主返納申請時に65歳以上
②�自主返納申請時に運転免許証に記載
の住所がみよし市
③�自主返納を申請した日から1年以内
④�公安委員会へ運転免許の取消通知書
の交付を申請し、交付されている

補助 �交通系ICカード1枚（3,000円）、
さんさんバス回数券（2,000円分）

申込 �運転免許の取消通知書の写しを
持参して、社会福祉協議会へ直接

【録音物の郵送・貸し出し】
　視覚障がいのある人に、社協だより
や広報みよしなどを録音したCDをお
届けします。
申込 �社会福祉協議会へ直接

＊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。
初回放送 ４月1８日（土）午後４時００分～  再放送 毎週（月）～（金）午前９時３０分～ ほか

メキシコ人のＴａｂｉｓが、豊田・みよし・長久手の
オシャレなカフェやスイーツショップなどをご紹介します。
ぜひご覧ください♪

Tabisの旅するように街グルメ

番組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせひまわり11 / 地デジ11ch

W180mm H48mm

ひまわりくん

徘徊高齢者等早期発見の
取組情報を発信します
ラジオ・ラブィートは、みよし市役所と
連携して徘徊高齢者等の早期発見
の取組に関する協定を締結。ラジオを通じて
情報発信を行い早期発見に努めます。

新番組

　　有料広告

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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　　有料広告

療育体操
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　いろいろな運動を通して健康と体力
の維持増進と、参加者同士の交流を図
ります。皆さんのご参加をお待ちして
います。
日時 �指定の土曜日（月に1～4回）14：
00～15：00

場所 �総合体育館2階柔道場
対象 �障がいのある児童などとその保
護者

費用 �無料　 申込 �福祉課へ直接

子育て

スポーツ
カヌー教室
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699

　カヌー協会では、初心者コースから
中級者コースまで、ご自身のレベルに
合わせて参加できる、カヌー教室を実
施しています。

広告主募集中
費用 �15,000円/1枠あたり
申込 �申込書（広報情報課で配布、またはホームページか

ホームページ

らダウンロード可）に必要事項を記入し、
広告案を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。

　5・6月は初心者コースと初級者コー
スを開講します。「カヌーのまち、み
よし」を一緒に盛り上げませんか。こ
の機会にぜひご参加ください。
日時 �初心者コース…5月9日～30日の
土曜日9：30～11：30、初級者コ
ース…6月27日の土曜日9：30～
11：30

※1回から受講可能です。
場所 �保田ケ池カヌーポロ競技場
対象 �小学4年生以上　定員 �各回10人
費用 �市内在住…1回1,000円、市外在
住…1回1,500円

申込 �各開催日の10日前までに、印鑑
を持参し、参加費を添えてカヌー
協会へ直接

親子ルームの参加受け付け 子育て総合支援センター  ☎34-0500  N34-0501

時間 �10：00～11：00
対象 �市内在住の未就園児とその保護者。各ルームの対象は次のとおり
●�あかちゃんルーム…平成31年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�ぴよちゃんルーム…平成30年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�わくわくルーム…平成30年4月1日以前に生まれた子とその保護者
定員 �各20組　費用 �各ルームとも1回1人15円（傷害保険料）
申込 �4月14日（火）10：00～14：00に希望する支援センター・保育園へ直接

�みなよし…みなよし地区子育て支援センター（打越保育園内）
なかよし…なかよし地区子育て支援センター（子育て総合支援センター内）
きたよし…きたよし地区子育て支援センター（莇生保育園内）

三好丘…三好丘地区子育て支援センター（みどり保育園内）
黒笹…黒笹地区子育て支援センター（黒笹保育園内）
天王…天王保育園

● あかちゃんルーム
開催日 場所

第1火曜日 みなよし、きたよし※１、
三好丘、なかよし

第2火曜日 黒笹※２、三好丘、なかよし
第3火曜日 三好丘（第1子のみ対象）

● ぴよちゃんルーム
開催日 場所

第1水曜日 きたよし、三好丘、
なかよし

第2水曜日 みなよし、なかよし
第3水曜日 黒笹、三好丘、天王

● わくわくルーム
開催日 場所

第1木曜日 きたよし、三好丘、
なかよし

第2木曜日 みなよし
第3木曜日 黒笹、三好丘、天王

親子で遊びながら、
友だちをつくりませんか？
子育てを一緒に楽しみましょう！

※1…9：30～10：30、11：00～12：00、※2…9：45～10：45、11：00～12：00の2教室実施します。
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スポーツ
スポーツイベント
ボランティア
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　体育祭やマラソン駅伝大会など、市
内のスポーツイベントにボランティア
として参加してみませんか。
内容 �会場設営、交通整理、調理接待、運
営補助、受付、アナウンスなど

場所 �各種スポーツイベントの会場とそ
の周辺

申込 �登録用紙（ホームページでダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
スポーツ課へメール、ファクス、
または直接

スポーツ大会出場選手激励金
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

　スポーツ大会への積極的な参加を促
し、スポーツの振興と青少年の健全育
成に寄与することを目的に、全国大
会・世界大会に出場する選手および団
体に出場激励金を支給します。
対象 �4月1日～令和3年3月31日に全国
大会・世界大会に出場する、市内
在住、在学の選手および団体

申込 �大会などの開催前日までに交付申
請書（スポーツ課で配布、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、予選大会の開
催要項、結果資料、大会の内容が
わかる資料、出場登録を証する資
料を添えてスポーツ課へ直接

※交付対象となる大会などについて、
詳しくはホームページの交付要綱でご
確認ください。

市長杯ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556  
部門 �中学生の部・一般の部
日時 �女子…5月9日（土）、男子…5月10
日（日）9：00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �4月24日（金）までに総合体育館へ
ファクス（N34-6030）、または
直接

テニス協会の教室・大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
【前期硬式テニス教室】

日時 �5月12日～6月30日までの毎週火
曜日19：00～21：00（全8回）

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学の初心者・初
級者・中級者

定員 �先着で各15人　費用 �7,000円
申込 �4月11日（土）以降に総合体育館へ
直接

【テニス選手権シングルステニス大会】
部門 �男子の部・女子の部
日時 �6月6日（土）9：00～（予備日13日
（土））

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
ス協会登録者

費用 �1,000円（本年度協会未登録者は
会費500円が別途必要）

申込 �4月26日（日）までに総合体育館へ
直接

採　用
国家公務員採用試験
人事院中部事務局  
第二課試験係
☎052-961-6838  N052-961-0069
職種 �①総合職（院卒者・大卒程度）、②
一般職（大卒程度）、③一般職（高
卒者・社会人（係員級））、④税務職

日程 �第1次試験…①4月26日（日）、②6
月14日（日）、③・④9月6日（日）

申込 �①3月27日（金）～4月6日（月）、②4月
3日（金）～15日（水）、③・④6月22日
（月）～7月1日（水）にホームページで

自衛隊
自衛隊　愛知地方協力本部　豊田所
☎0565-32-7384 
職種 �①幹部候補生（歯科・薬剤科）、②
予備自衛官補（一般）、③予備自衛
官補（技能）

対象 �②18歳以上34歳未満
※①・③は自衛隊愛知地方協力本部豊
田所へお問い合わせください。

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 �5月2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
城みえ子

こ
さんへ電話（☎090-

7618-1659）

R
リ ョ ウ
YOオリジナル☆ソフトヨガ

日時 �①月曜日（月3回）、②金曜日（月4回）
場所 �黒笹公民館　
対象 �女性（子ども連れ歓迎）
定員先着で①15人、②10人
費用 �月額①1,500円、②1,800円
申込 �菅

すがわら
原僚

りょうこ
子さんへ電話（☎090-

5602-9121）

ホームページ

ホームページホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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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。

子ども読書の日・こどもの読書週間 －プレミアムイベント－

郷土資料館・昔体験館ガイドツアー

男女共同参画フォトコンテスト

長久手市市民記者ブログ

日進市立図書館　☎0561-73-4123

生涯学習課　☎0561-38-6411　N0561-38-9445　 
{tgo-shogai@town.aichi-togo.lg.jp

市民協働課　☎0562-92-8306

情報課　☎0561-56-0601

　4月23日（木）は「子ども読書の日」、4
月23日（木）から5月12日（火）までは「こ
どもの読書週間」です。
　期間中は、1階YAコーナー・児童コー
ナーで図書館スタッフおすすめの本を特
別展示。また、「こどもの読書週間」ポス

　家庭・地域・学校・職場での男女共同参
画をテーマとした写真とその紹介文を募
集します。男女共同参画に関する疑問や
希望などを自由に表現してください。募
集するテーマは、ワークライフバラン
ス、LGBT、ドメスティックバイオレン参考作品：題名「我が家の愛情弁当」

ターや壁新聞、子ども読書活動推進計画
の関連事業紹介などを展示します。この
機会に、ぜひ図書館へお越しください。
場所 �日進市立図書館（日進市蟹

かにこう
甲町中

なかじま
島3）

スなどです。応募方法など、詳しくは豊
明市ホームページをご覧ください。
期間 �4月1日（水）～8月31日（月）（必着）
他 �令和3年1月30日（土）開催予定の「と
よあけ男女共同参画フェスタ」で、
入賞者を表彰

　懐かしい昔の暮らしぶりに触れ、その
頃の知恵や工夫を思い起こしてみません
か。
日時 �月・水・金曜日（時間は要相談）
場所 �郷土資料館・昔体験館（イーストプラ
ザいこまい館内）（東郷町大字春

はるき
木字

　市民記者とは、行政からの一面的な視
点では伝えきれない、長久手市の魅力や
課題などを、市民の皆さんの視点で取り
上げてもらう取り組みです。さまざまな
角度から読者に伝えることで、まちが
もっと身近になり、みんなでまちのこと

を考えるきっかけになる広報を行うこと
を目的としています。
　行政からのお知らせとは一味違った記
者の皆さんからの、バリエーション豊か
な記事をどうぞお楽しみください。

西
にしは ね あ な
羽根穴2225-4）

定員 �15人程度（団体での参加大歓迎）
申込 �実施希望日の2週間前までに申込書
（東郷町ホームページからダウン
ロード可）を生涯学習課へファクス、
メールまたは直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ


