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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
農地の適正管理
農業委員会��☎32-8015  N34-4189

　農業者の高齢化や後継者不足などの
理由により、耕作されない農地（遊休
農地）が増加しています。遊休農地が
増加すると雑草・雑木が繁茂し、病害
虫や火災の発生原因となる恐れがあり
ます。また、有害鳥獣の発生や産業廃
棄物などの不法投棄の原因にもなると
考えられ、周辺農地や近隣住民に迷惑
を及ぼします。農業委員会では法律に
基づき、8月から10月までに市内全
ての農地の利用状況を調査します。調
査のため、農地内へ立ち入る場合があ
りますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
　農地を所有する人は、耕作または、
耕うん、除草など、適正な管理をお願
いします。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
ャリア、ストック

【譲ってください】
三好中学校のジャージ（下）

【交渉の流れ】
　希望者は8月6日（木）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

特設税務相談
市民課��☎32-8012  N32-8048

　相続、贈与などの税に関する悩みを
一般社団法人FPみよしネットワーク
協会の税理士や行政書士などが応じま
す。秘密は守られますので、お気軽に
ご相談ください。
日時 �9月4日（金）13：30～16：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤
申込 �8月11日（火）～25日（火）に市民

課へ電話、または直接
※予定人数に達した時点で予約を終了
します。

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧に関する実施状況の公表
市民課��☎32-8012  N32-8048
内容 �平成31年4月1日から令和2年3月
31日までの次の閲覧状況の公表

●�閲覧の請求を行った国、または地方
公共団体の機関の名称、閲覧の申し
出を行った法人の名称および代表者
などの氏名
●�請求事由、または利用の目的の概要
●閲覧の年月日
●閲覧に係る住民の範囲
期間 �8月3日（月）～28日（金）
場所 �市役所1階市民課

ふれあいフェスタの中止
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　毎年9月に開催しているふれあいフ
ェスタは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。併催する
第5回ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
は、場所などを変更して開催します。

※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。

二輪車の交通事故に気をつけましょう

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　過去5年間の統計を見ると、8月は二輪車の関わる交通
事故死が年間で最も多く発生している月です。
　行楽シーズンを迎え、気分が高揚してツーリングでも
スピードを出しがち。スピードの出し過ぎは、カーブを

曲がり切れずに転倒したり、車線変更や交差点で曲がる際などに自動
車と衝突したりする危険性を高めます。
　また、8月はお盆休みなどに自動車の交通量も増え、交通事故の危
険性も高まります。運転するときは、速度を控えめに、安全運転する
ことを心掛けましょう。
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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 �1次募集は9月30日（水）、2次募集
は11月30日（月）までに任意の形
式の履歴書と作文を、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、ま
たは直接（持参前に要電話）

※詳しくはホームページをご覧くださ
い。

「子どもの人権110番」強化週間
名古屋法務局人権擁護部
☎052-952-8111（内線1483）
　いじめ、虐待など、子どもの人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどについ
て人権擁護委員および法務局職員が電
話相談に応じます。秘密は守られます
ので、お気軽にご相談ください。
日時 �8月28日（金）～9月3日（木）8：30～
19：00（ただし、8月29日（土）・30
日（日）は10：00～17：00）

相談 �相談専用電話…☎0120-007-110、
LINE…LINEじんけん相談@名古屋
法務局（ID：@snsjinkensoudan）

食品衛生月間
愛知県食品衛生協会みよし支部
☎32-4315

　8月は食品衛生月間です。次の点に
注意して食中毒を予防しましょう。

【食中毒予防のポイント】
●�調理器具から汚染が広がるのを防ぐ
ため、包丁やまな板などの器具は生
肉や生魚介類を扱った後は洗剤で洗
浄し、熱湯消毒をしましょう。
●�加熱しないで食べるサラダ類は初め
に調理し、生肉や生魚介類は最後に

取り扱いましょう。
●�調理前にはしっかり手を洗い、特に
手に傷がある時や手荒れをしている
時は、加熱後の食品や調理器具に素
手で触れないようにしましょう。

ハローワーク豊田
臨時窓口の設置
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400　部門コード41♯ 
日時 �8月5日（水）・13日（木）9：30～
12：00

場所 �市役所2階子育て支援課
対象 �市内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父で児童扶養手当を受給して
いる、または同程度の所得の人

放送大学10月入学生
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学では、2020年度第2学期
（10月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビやインターネットを
利用して授業を行う通信制大学です。
出願受け付けは、9月15日（火）までで
す。詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。

浜松職業能力開発短期
大学校秋期入学生募集
浜松職業能力開発短期大学校
学務援助課　
☎053-441-4444 
科目 �電気技術科（日本版デュアルシス
テム）

期間 �令和2年10月～令和4年9月
対象 �概ね55歳以下で次の要件に該当
する人

①�高等学校を卒業している（令和2年9
月卒業見込者も含む）
②�高等学校卒業と同等以上の学力を有
すると認められる

定員 �12人　試験 �9月11日（金）
選考 �筆記試験（数学Ⅰ）、小論文、面接
※出願方法など詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。

第38回みよし市郷土芸能伝承
活動発表会の中止
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
　地域に古くから受け継がれる郷土芸
能を守り、伝えるために開催していた
みよし市郷土芸能伝承活動発表会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。

個人事業税第1期分の納税
愛知県豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7482
　個人事業税の第1期分の納期限は、
8月31日（月）です。8月中旬に県から
納税通知書をお送りしますので、納期
限までに納付をしてください。
　納税通知書には第1期分と第2期分
の納付書が同封されますので、納付に
当たっては、納付書をお間違いのない
ようにご注意ください。
　詳しい納税方法については、
愛知県税務課のホームページ
をご確認ください。

令和3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 �就農のための野菜栽培や経営管理
などを学ぶ

期間 �令和3年4月～令和5年3月
対象 �令和3年3月に高等学校を卒業見
込みからおおむね46歳までで、
研修終了後もJAあいち豊田管内
（みよし市、豊田市）に居住、およ
び就農できる人

定員 �2人

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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催し・講座
生涯学習講座募集方法の変更
生涯学習推進課　
サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　年3期で開催している生涯学習講座
の募集方法が変わります。詳しくは生
涯学習推進課、またはホームページで
ご確認ください。
対象 �市内在住、在勤、または在学の人
（原則義務教育修了者）

申込 �毎月1日から生涯学習推進課およ
びホームページで公開する講座一
覧をご確認のうえ、8月7日（金）か
ら電話、または窓口へ直接

令和3年成人式
教育行政課 ☎32-8028  N34-4379

　令和3年成人式は、サンアート大規
模改修および新型コロナウイルス感染

症対策のため、総合体育館で2部に分
けて開催します。市内在住の新成人の
皆さんは、12月に送付する案内状で
詳細をご確認ください。
日時 ��令和3年1月10日（日）①11：00～、
②15：00～

場所 ��総合体育館アリーナ
対象 ��①北中・三好丘中学校区、②三好
中・南中学校区

他 ��市外在住で参加を希望する人は、
事前の申し込みが必要

第4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、新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨な
どをお値打ちに販売します。
日時 ��8月8日（土）9：00～11：30（雨天開
催）

場所 ��おかよし交流センター駐車場

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 ��8月5日（水）～28日（金）に受講申込
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

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
　着物地を使ってベストを作る教室を
開催します。
日時 ��8月20日（木）、9月17日（木）13：
30～15：30（2日間の参加が必要）

場所 ��エコサイクルプラザ（東郷町大字
諸
も ろ わ

輪字百
ど ど

々51-23）
対象 �みよし市・日進市・東郷町在住
定員 �抽選で8人　費用 �1,200円
持物 �裁縫用具
申込 �8月9日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

健康・福祉
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
　認知症やその投薬などについて、医
師との座談会を開催します。
日時 �8月28日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �認知症の（認知症と思われる）家族
を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接

※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

ホームページ

　　有料広告

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。
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場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

がんサポートほっとライン
NPO法人ミーネット
☎052-684-8686
　愛知県では、がんのピアサポーター
が、患者さんとその家族を対象に、が
んの不安や悩み、医療機関の情報など
について、電話相談を行っています。
日時 �毎週火・木曜日、月2回指定する
土曜日10：00～12：00、13：00～
16：00

子育て
令和2年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験
学校教育課　☎32-8026　N34-4379

　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された人などに
対し、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するために国が行う試験
です。合格した人には高等学校の入学
資格が与えらます。
日時 �10月22日（木）
対象 �次のいずれかに該当する人
①�就学義務猶予免除者、または就学義
務猶予免除者で、令和3年3月31日
までに満15歳以上になる
②�保護者が就学させる義務の猶予、ま
たは免除を受けず、かつ、令和3年
3月31日までに満15歳に達する人
で、その年度の終わりまでに中学校
を卒業できないと見込まれることに

ついてやむを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた
③�令和3年3月31日までに満16歳以
上になる（①および④に該当する人
を除く）
④�日本の国籍を有しない人で、令和3
年3月31日までに満15歳以上になる

試験 �国語、社会、数学、理科、外国語
（英語）

申込 �9月4日（金）までに出願書類（文部
科学省および愛知県教育委員会で
配布）を文部科学省宛てにて書留
で郵送

幼稚園の入園受け付け
みよし市私立幼稚園協会
　令和3年4月に入園する新入園児の
願書を受け付けます。詳しくは、各幼
稚園へお問い合わせください。
受付 �10月1日（木）から
※願書は9月1日（火）から各幼稚園で
配布します。

【市内の私立幼稚園一覧】
●三好桃山幼稚園
　西陣取山26-1　☎32-2500
●三好文化幼稚園
　三好町弥栄40-1　☎32-2561
●東山幼稚園
　三好町東山435　☎32-2241
●ベル三好幼稚園
　三好丘4-1-4　☎36-1800
●三好丘聖マーガレット幼稚園
　三好丘桜1-9　☎36-8373
●まこと第二幼稚園
　莇生町池下8-1　☎34-3354

親子ふれあい遊び
三好丘地区子育て支援センター  
みどり保育園内  ☎36-0785  N36-5675
日時 �9月10日（木）10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で12組　費用 �一人15円
申込 �8月27日（木）～9月3日（木）に三好
丘子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

世代交流サッカー
健康増進教室
長寿介護課　☎32-8009  N34-3388

　名古屋グランパスとの協働により、
高齢者がお孫さんと一緒に参加できる
健康増進教室を開催します。
内容 �名古屋グランパスのスクールコー
チによるサッカーボールを使った
健康増進トレーニングと健康講座

※今年度の試合観戦はありません。
日時 �9月20日（日）10：00～12：00（雨
天中止）

場所 �旭グラウンド
対象 �市内在住の60歳以上の人とその
孫（幼稚園･保育園児（年長）～小学
生）。ただし、孫は市外在住でも
可。また、60歳以上の人のみで
も可

費用 �1人30円（保険料）
申込 �8月24日（月）までに長寿介護課へ
電話、または直接

認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎ 33-0791  N34-0786

　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。お気軽にご
参加ください。
内容 �脳トレや健康体操などの介護予防
日時 �8月27日（木）13：30～15：00
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子育て
親子リトミック
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 �9月7日（月）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �一人15円
申込 �8月24日（月）～31日（月）に黒笹地
区子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

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
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。会員になるためには、入会説
明会、講習会の受講が必要です。
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 �9月9日（水）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カ月から小学6年生までの子
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 �8月4日（火）～25日（火）（日・月曜
日を除く）9：00～17：00に、住
所・氏名・年齢・電話番号を明らか
にして、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
市制施行10周年記念
卓球競技技術講習会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

内容 �ロンドンオリンピック卓球団体で
銀メダルを獲得した平

ひら の
野早

さ や か
矢香さ

んによる技術講習会、2017年卓
球世界選手権大会混合ダブルス優
勝の吉

よしむら
村真

ま は る
晴さん、2016年卓球

全日本選手権大会シングルス3位
の平

ひらの
野友

ゆうき
樹さんによる模範試合

日時 �9月27日（日）13：00～16：20
場所総合体育館　対象 �どなたでも可
申込 �8月30日（日）までに、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、総合体育館へファク
ス、または直接

※申し込み多数の場合は抽選となりま
す。

硬式テニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
�部門 �①市長杯硬式テニス大会…男子・

女子ダブルス（1セットマッチ）、
②市民硬式テニス大会…男子・女
子ダブルス（1セットマッチ）

日時 �10月17日（土）9：00～（予備日24
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組2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
�申込 �9月6日（日）までに長山さんへメー

ル（{i-nagayama@tim.hi-ho.ne.jp）

ダンス教室
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �毎週土曜日の①13：00～13：50、
②14：00～14：50

場所 �サンヴィッツ宝栄
対象 �①年中園児～小学4年生、②小学
5年生～高校生

定員 �各部先着で若干名
費用 ��月額5,500円
※なかよしクラブ会員以外の人は、別
途年会費・スポーツ保険料が必要です。
申込 �平日（月曜日を除く）13：00～17：
00、土・日曜日9：00～12：00、
13：00～17：00になかよしクラ
ブ出

いずはら
原さんへ電話（☎090-7033-

2211）

※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。

　　有料広告

ホームページ
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第15回愛知県市町村対抗駅伝
競走大会練習会・選考会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027　N34-6030
　12月5日（土）開催の第15回愛知県市
町村対抗駅伝競走大会に出場しません
か。

【練習会】
�日時 �9月5日～12月3日の毎週木・土曜

日17：30～18：30
�場所 �三好公園陸上競技場　
対象 �市内在住でみよし市選考会に出場
する人

費用 ��高校生以上…3,000円、中学生以
下…2,000円

申込 �8月1日（土）～26日（水）に参加費
を添えて、総合体育館へ直接

【選考会】
�種目 �小学生男子・女子…1,200m、中学

生男子・女子・一般女子…3,000m、
ジュニア女子・40歳以上男女…4,0

　　00m、ジュニア男子・一般男子…
　　5,000m
日時 �9月12日、10月3日の土曜日17：
30～19：00

�場所 �三好公園陸上競技場
対象 �次のいずれかに該当する人
①選考会に１回以上参加できる
※選考会に参加できない場合は、他の
公式競技会の結果を提出することで選
考会に参加したものとみなします。
②�9月1日現在、市内在住（県内の小・中・
高校生は保護者の居住地がみよし
市）
③�他市町村、他県在学在住で出身中学

校が市内である
※2回実施する選考会の記録をもとに
選手候補者を各区2人選出します。
申込 �9月5日（土）までに申込書
（総合体育館で配布、ま
たはスポーツ課ホーム
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

※別途、スポーツ傷害保険への加入が
必要です。
※大会の開催可否により中止する場合
があります。

市民ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟　林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
　皆さんの参加をお待ちしています。
部門 �中学生の部（中学1・2年生）・一般
の部（中学3年生以上）

日時 �中学生の部…9月12日（土）、一般
の部…9月13日（日）9：00～

場所 �三好公園テニスコート
費用 �500円（高校生以下は100円）
�申込 �8月28日（金）までに申込書（総合

体育館で配布）を総合体育館へ
ファクス（N34-6030）、または
直接

採　用
訪問看護職員
みよし市訪問看護ステーション
みよし市民病院内
☎33-3300　N33-3308
　詳しい募集案内などは、ホームペー
ジをご覧ください。

【常勤職員】
職種 �訪問看護職員（看護師）
賃金 �募集案内を参照
対象 �昭和36年4月2日以降に生まれ、看
護師の資格を有する人

人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
採用 �随時
申込 �提出書類をそろえて、市民病院管
理課へ郵送、または直接

【令和2年度会計年度任用職員】
職種 �訪問看護職員（看護師）
賃金 �時給1,300円～1,436円
対象 �看護師の資格を有する人
人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
採用 �随時
申込 �提出書類をそろえて、市民病院管
理課へ郵送（〒470-0224��三好町
八和田山15）、または直接

愛知中部水道企業団職員
愛知中部水道企業団総務課
☎38-0036
　令和3年4月採用予定の職員を募集
します。受験資格や申込方法など、詳
しくはホームページをご覧ください。
職種 �事務職、技術職（土木・建築・電気・
機械・化学・情報）

※技術職は、各学校で専攻した人に限
ります。
試験 �1次…9月20日（日）、2次…10月
18日（日）、3次…11月下旬（予定）

申込 �8月19日（水）まで（必着）に提出書
類をそろえて、愛知中部水道企業
団総務課へ郵送（〒470-0153�東
郷町大字和

わご う
合字北

きたかがや
蚊谷212）、ま

たは平日に直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

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)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

   8 土
木8

   12020

　　有料広告


