※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。
■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
お知らせ
特産品シール（柿）の配布

産業課 ☎32-8015 N34-4189

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。

申込 品 名とその詳細情報
（品質状態、

成県民会議事務局
「読書感想文・感

購入年月日など）を明らかにして、

想画」係（〒460-8501 愛知県庁

環境課へ電話、または直接

内）へ郵送（必着）

【譲ってほしい場合】

行政・法律なんでも相談所

希望者は10月5日（月）8：30以降に

総務省中部管区行政評価局

環境課へ電話連絡後、登録者と直接交

市の特産品である柿・ナシ・ブドウを
より知ってもらうため、特産品シール
を作成しています。9月下旬からは柿

渉し、結果を環境課へ連絡

☎052-972-7415

※登録期間は3カ月です。

内容 弁護士、税理士、司法書士、行政

書士、国・県職員などによる税金、

第59回
「青少年によい本をすす
める県民運動」
読書感想文の募集

登記、雇用、年金、道路、消費生
活、女性・家庭の悩みごと、交通

教育行政課

安全、役所のサービス、高齢者、

☎32-8028
N34-4379

相続、離婚、金銭貸借などについ
ての相談

ホームページ

のシールを配布しています。

日時 1 0月20日
（火）13：00 ～16：00

内容 次 郎柿、陽豊
（丸型85mmおよび

30mm）
対象 市内で該当品種の農作物を生産し

ている人
費用 無料

申込 不要、産業課へ直接

歴史民俗資料館の臨時休館
歴史民俗資料館

☎34-5000 N34-5150

（受け付けは12：00～）

すすめる県民運動の強調月間です。県

費用 無料

では読書感想文を募集しています。指

申込 弁護士、税理士、司法書士、行政

定図書や応募方法などの詳細は、ホー

書 士 に 係 る 相 談 は10月9日
（金）

ムページをご覧ください。

以降に、総務省中部管区行政評価

申込 11月6日
（金）ま で に は が き に 必

局へ電話（その他の相談は予約不

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110
ゴー

17：00～19：00は、交通死亡事故が多発し

館します。皆さんのご理解とご協力を

ています。事故防止のため、次の2点から取り

お願いします。

☎32-8018 N76-5103

●譲ります なし
●譲ってください 北中学校男子ジャ
ージ上下・男子制服、卓球台、管理機
（ミニ耕運機）
【譲りたい場合】
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
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広報みよし

2020 年 10 月号

ナナ

夕方の5～7は“魔の時間”

のための工事により、資料館を臨時休

環境課

要。当日、会場へ直接）

要事項を記入し、愛知県青少年育

（消毒）
作業と、いす式階段昇降機設置

「譲ります」
「譲ってください」

こ ざ か

市小坂町12-100）

ら」をスローガンに青少年によい本を

所蔵資料を保護するためのくん蒸

期間 10月6日
（火）
～11日
（日）

場所 豊 田市民文化会館展示室Ａ
（豊田

10月は「育てよう 豊かな心 読書か

組んでみましょう。
●早めのライト点灯
日没前後は辺りが急激に暗くなり、視認性が悪くなります。ヘッドライ
トは早めに点灯するようにしましょう。前に車がいない場合は、ハイビー
ムを活用してください。
●反射材の活用
歩行者は、ドライバーから発見されやすいように、明るい服装を心掛け
るとともに、反射材を活用しましょう。
市では、反射材グッズを配布しています。防災安
全課窓口まで直接お越しください。

ャット機能による停電状況の確認

行政相談週間・特設行政相談
市民課

☎32-8012 N32-8048

特設法律相談

や電線の断線・倒木などの連絡、

市民課 ☎32-8012 N32-8048

避難施設の検索と避難施設への経

内容 一般社団法人FPみよしネットワー

路検索

ク協会会員の弁護士・司法書士な
どによる相続、贈与、生活トラブ
ルなどの法律に関することについ

名古屋法務局豊田支局総務課

ての相談

☎0565-32-0006

日時 11月6日
（金）
13：30～16：30
対象 市内在住・在勤

ホームページ

N0565-35-3837
自筆証書遺言書を作成した本人が、

場所 市役所2階202会議室

10月19日
（月）から25日
（日）までは

遺言書保管制度

定員 先着で9人

法務局に遺言書の保管を申請すること

行政相談週間です。特設行政相談所を

費用 無料

ができる制度が始まりました。詳しく

開設します。

申込 10月12日
（月）～26日
（月）に市民

はホームページをご覧ください。

内容 行 政相談員が年金、医療保険、税

金、登記、環境衛生、消費者保護、
交通安全、道路、窓口サービスな
どについての意見・要望を聞く
日時 10月21日
（水）
13：00～16：00
場所 市役所2階202会議室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接

行政手続無料相談

課へ電話、または直接

愛知中部水道企業団土地売払い

里親月間

愛知中部水道企業団

愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター

管財検査課

☎0565-33-2211 N0565-33-2212

☎38-0149

10月は里親月間です。里親とは、さ

企業団が所有する土地を売り払いし

まざまな事情によって家庭で暮らせな

ます。詳しくはホームページをご覧く

くなった子どもたちを、子どもやその

ださい。

家族に必要な期間、温かい雰囲気の中

場所 み よし市東山台28-5
（実 測地 積

愛知県行政書士会豊田支部

で養育してくださる人のことです。子

☎0565-65-1234 N0565-65-2466

どもたちの健やかな成長のために、里

10月は行政書士制度広報月間です。
お気軽にご相談ください。
内容 行 政書士による相続・遺言、外国

人手続き、建設業許可、農地転用

親になりませんか。

停電情報お知らせサービス
中部電力パワーグリ

日時 1 0月20日(火)9：00～12：00、

☎0120-988-554

1,679.9ｍ2）

催し・講座
第6回ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ
緑と花のセンター

ッド 豊田営業所

などについての相談

ホームページ

iPhone

Android

☎34-6111 N34-6161

停電情報をより多くの皆さんに伝え

地元生産者などが、野菜・果物・加工

ることを目的としたスマートフォンア

品などを対面販売します。新鮮でお値

プリ
「停電情報お知らせサービス」を無

打ちな野菜や果物・加工品・雑貨などを

料で配信しています。防災対策の一助

ぜひお買い求めください。

※午後は、司法書士、土地家屋調査士

としてご活用ください。

日時 10月10日
（土）9：00～11：30

も同席します。

内容 停 電の発生・復旧情報の配信、チ

場所 イオン三好店駐車場

13：00～16：00
場所 市役所2階202会議室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接
（先着順で

受け付け）

有料広告
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※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。

催し・講座
文化協会の催し

対象 就職活動中の人とその配偶者

がいの診断を受けている人、④知

定員 先着で夫婦5組

的障がいの診断を受けている人、

費用 無料

⑤精神障がい・発達障がいの診断

申込 10月1日
（木）
～11月2日
（月）
（土・日

を受けている人

曜日を除く）
にジョブサポートみよ

文化協会 ☎34-3111 N34-3114
【華道・フラワーアレンジメント・山野
草盆栽作品展示】
日時 10月31日
（土）～11月7日
（土）
9：00

～16：00
場所 サ ンライブ1階ギャラリー

【菊花展】

※障がい者手帳の所持の有無は問いま

しへ電話、または直接

せん。

健康・福祉

試験 ①～③・⑤12月4日
（金）、④12月

13日（日）に筆記試験、面接試験

相談員とつながろう！

申込 11月20日
（金）までにハローワーク

手をつなぐ親の会 福祉センター内

豊田または愛知障害者職業能力開

☎34-1588 N34-5860

発校
（☎0533-93-2102）
へ電話

{miyoshiwith@yahoo.co.jp

認知症カフェ
「にこにこサロン」

「手をつなぐ親の会」は、心身障がい

エムハート薬局みよし店

児・者をもつ親の会です。相談員による

☎33-1656

講演会とグループワークを開催します。

認知症の人の不安や家族の悩み、健

日時 1 1月26日
（木）10：00～12：00

康について相談ができる居場所です。

（受け付けは9：55まで）

日時 11月1日
（日）
～14日
（土）
9：00～16：

00（最終日は12：00まで）
場所 市 役所1階正面玄関、南玄関前、

サンライブ

パートナーと参加する
就職支援セミナー
ジョブサポートみよし

ふれあい交流

館内 ☎33-1860 N32-8222

場所 福祉センター3階大ホールA・B

おしゃべりをしながら楽しい時間を過

対象 18歳以下の子どもの保護者

ごしませんか。

費用 無料

日時 10月8日
（木）
14：00～15：00

申込 11月21日
（土）までに子どもの氏

場所 サンライブ3階講座室兼音楽室

名、電話番号、学校名、学年を明

対象 どなたでも可

らかにして、手をつなぐ親の会へ

申込 不要。当日、会場へ直接

メール

障がい者職業訓練生募集

ハローワーク豊田 ☎0565-31-1400

費用 無料

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

愛知障害者職業能力開発校では、令

家族が認知症ではないかと気になっ

和3年1月および4月入校の訓練生を募

ている人、認知症の家族を介護してい

リア、子育て・生活・老後のことなど、

集しています。

る人はいませんか。介護の不安や困り

夫婦共に働くことと二人の幸せな未来

専攻 ①ITス キ ル 科、 ②OAビ ジ ネ ス

ごとを相談し、交流しませんか。

のキャリア設計を考えてみませんか。

科、③CAD設計科、④総合実務

日時 10月23日
（金）
13：30～15：30

日時 11月7日
（土）
10：00～11：30

科、⑤就業支援科

場所 市役所2階202会議室

自分のキャリアとパ－トナーのキャ

場所 ジョブサポートみよし

※訓練期間は、①～④は1年、⑤は3

講師 人 材育成コンサルタント・日本心

カ月です。

ひ ろ た と も こ

対象 認知症の
（認知症と思われる）家族

を介護している人

対象 ①～③障がいの種類に関わらず障
理学会認定心理士の廣田智子さん
0904 愛知県 _ みよし市広報誌 _ 相談会 h48w180_4c

日時 不要。当日、会場へ直接

有料広告
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(木)

10

(土)

22

N32-2144

広報みよし

2020 年 10 月号

15

おおぶ文化交流の杜

17

安城市民会館

会議室３

第５会議室

せんか。

織です。依頼会員・援助会員になるた

日時 10月17日
（土）
10：00～11：00

めの入会説明と講習会を開催します。

社会福祉法人翔寿会

場所 サンライブ軽運動室

皆さんの参加をお待ちしています。

☎33-0791 N33-0786

対象 未就学児の母親

内容 入 会説明、講義
「子どもの事故予

認知症カフェ
「オリーブ」

定員 抽選で15人

費用 1人15円

申込 10月2日
（金）～9日
（金）
9：00～16：

楽しい時間を過ごしませんか。
日時 10月22日
（木）
13：30～15：00
場所 社会福祉法人翔寿会ケアハウス寿

日時 11月13日
（金）
9：30～12：00

電話、または直接

場所 子育て総合支援センター相談室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接

子育て

対象 依頼会員…市内在住・在勤・在学で

絵本の読み聞かせとわらべうた
みどり保育園内 ☎36-0785 N36-5675

20歳以上の人

お話の面白さとともに、わらべ歌の

申込 10月6日
（火）
～31日
（土）
（日・月曜

ゆったりとしたリズムに合わせて親子

日を除く）
9：00～17：00にファミ

の触れ合いを楽しみます。

リー・サポート・センターへ電話、

日時 10月29日
（木）
10：00～11：00

または直接

対象 3カ月～1歳未満の子とその保護者
定員 抽選で12組

費用 1人15円

みなよし地区子育て支援センター 打

申込 10月15日
（木）
～22日
（木）
9：00～

越保育園内 ☎34-1867 N34-6791

16：00に三好丘地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

親子で体を動かしませんか。
日時 10月22日
（木）
10：00～11：00

ファミリー・サポート・センター
の入会説明会・講習会

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15組

費用 1人15円

申込 10月8日
（木）～15
（木）
9：00～16：

どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な

場所 三好丘地区子育て支援センター

ベビービクス

生後2カ月～小学6年生までの子

三好丘地区子育て支援センター

睦苑
（福谷町寺田4）
対象 どなたでも可

て」
（依頼会員は入会説明のみ）

00に子育て総合支援センターへ
託児 あり
（予定）

認知症の有無を問わず一緒に集い、

防について」
「心肺蘇生法につい

ファミリー・サポート・センター
の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
笑 い ヨ ガ ティーチャーに よ る、 開
運・健康・免疫力アップ笑いヨガを開催
します。
日時 11月7日
（土）
10：00～12：00

ファミリーサポートセンター 子育て

場所 市役所3階研修室

総合支援センター内 ☎・N34-2228

対象 ファミリー・サポート・センター会

00にみなよし地区子育て支援セン

員または市内在住・在勤・在学で

ターへ電話、または直接

20歳以上
定員 先着で20人程度

フットセラピー＆エアロ

費用 無料

託児 あり

ファミ リー・サ ポート・セ ン ターは

申込 10月6日
（火）
～27日
（火）
（日・月曜

「子育ての援助を受けたい人
（依頼会

日を除く）の9：00～17：00にファ

子育て中のママの皆さん、運動不足

員）
」
と
「子育ての援助をしたい人（援助

ミ リー・サ ポート・セ ン ターへ 電

を解消し、心と体をリフレッシュしま

会員）
」
をつなぐ、子育てを支援する組

話、または直接

子育て総合支援センター

☎34-0500 N34-0501

有料広告

★ネット予約できます

三好ヶ丘整形外科 検索

診療受付時間

月

火

水

木

金

土

祝

8:30～12:00

○

○

○

○

○

※

○

15:40～18:30

○

○

○

／

○

／

／

★メグリア三好店より西へ500m ※土曜は8:30~13:00

📞📞0561-33-0111／📞📞0561-41-8033
(お問い合わせ・ご予約)

(リハビリ直通)
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※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。
8：30～）

子育て

こども陸上教室追加募集

場所 三好公園テニスコート
部門 ① 中学1年生の部、②中学2年生

「聞こえ」
が心配なお子さんの相談

☎･N34-1771

の部、③一般の部

愛知県立岡崎聾学校

なかよしクラブ 三好中学校内

対象 
①・②市内在住または在学、③中

☎0564-45-2830 N0564-45-6248

学生以上

{ppp@okazaki-sd.aichi-c.ed.jp

費用 1人500円
（高校生以下は100円）

聞こえや言葉に関する相談、関わり

申込 10月23日（金）までに総合体育館

方のアドバイス、聴力測定を行いま

、また
へ ファク ス
（N34-6030）

す。相談・聴力測定は無料です。

は直接

日時 平日8：30～17：00

指導者の下で、楽しく走りませんか。
日時 毎週水曜日18：00～19：00

【インドアソフトテニス教室】

申込 愛知県立岡崎聾学校へ電話、メー

ル、またはファクス

スポーツ
ソフトテニス連盟の教室・大会
はやしさ ち お

日時 
11月6日（金）～令 和3年3月19日

（金）19：00～21：00（全15回（予

場所 三好公園陸上競技場
対象 
小・中学生
費用 
1回400円
（1回無料体験可）

定）
）
場所 
総合体育館アリーナ

※別途なかよしクラブ年会費1,000円

対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上

とスポーツ保険料800円が必要です。

定員 先着で40人

申込 平 日
（月 曜 日 を 除 く）
13：00～17：

費用 4,000円

申込 1
0月3日（土）～17日（土）に申込用

00、 土・日 曜 日9：00～12：00、

☎090-3482-5556

紙
（総合体育館で配布）に記入して

13：00～17：00になかよしクラブ

【ソフトテニス大会】

総合体育館へファクス、または

マネージャー出原裕仁さん
（☎090

直接

-7033-2211）
へ電話

ソフトテニス連盟 林幸男さん  

日時 11月8日
（日）
9：00～
（受け付けは

いずはら ゆ う じ

令和2年度後期スポーツ教室 スポーツ課 総合体育館内 ☎32-8027 N34-6030
後期スポーツ教室の参加者を募集します。
場所 総合体育館

対象 市内在住・在学・在園の子どもとその親

申込 10月31日(土)までに次のいずれか

①申 込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サンネットで配布、ホームペ
ージからダウンロード可)に必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送
（〒4700224 三好町池ノ原1）
（必着）
、ファクス、直接、または市役所2階
教育委員会、サンネットへ直接
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）
教室名

日時
内容
12月2日～令和3年1月6日
（
12月30日 を 除 く）の 水 曜 日 親 子 で 一 緒 に で き
幼児の親子 10：00～11：30
る 軽 運 動、 親 の ス
体操教室
令和3年1月13日～2月10日 トレッチ運動
の水曜日10：00～11：30
12月2日～令和3年1月13日
（12月9日・30日を除く）の水
曜 日 ①15：00～15：45、 ② ボール・とび箱・マッ
幼児体育 16：00～16：45
ト・鉄棒・大縄跳びで
教室
令 和3年1月20日～2月17日 楽しく運動する
の水曜日①15：00～15：45、
②16：00～16：45
12月12日～令和3年1月16日
（1月2日を除く）の土曜日13：
とび箱・マットで楽
スタンツ 30～15：00
教室
令和3年1月23日～2月27日 しく運動する
（2月13日 を 除 く）の 土 曜 日
13：30～15：00
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▲令和元年6月に開催した幼児の親
子体操教室

対象

定員

平成28年4月2日～平
成30年4月1日生まれ
の幼児とその保護者

23組
23組

受講料
1組
1,550円

①平 成27年4月2日～
平成28年4月1日生 各33人
まれの幼児
1,350円
②平 成26年4月2日～
平成27年4月1日生
各33人
まれの幼児
20人
小学1～3年生

900円
20人

②

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会

田市喜多町1-100-1）
へ郵送
務所へ必ず電話をしてください。指定

グラウンド・ゴルフ協会事務局

の様式は、自衛隊豊田地域事務所から

小栗義広さん

自宅へ郵送します。

お ぐ り よしひろ

☎･N34-3657

サツマイモ堀り・ローゼルジャム
作り
内容 ①サツマイモとローゼルケナフの

介護支援専門員

収穫体験
（サツマイモ2kg、ローゼ

長寿介護課 みなよし地区
地域包括支援センター

ルケナフ300gまで持ち帰り可）
、
ホームページ

市民病院内 ☎33-3502 N33-3501
日時 11月20日
（金）8：30～12：00（受け

②収穫したローゼルでジャム作り
日時 10月24日
（土）①9：00～10：30、

②10：00～11：30

付けは8：00～。予備日11月27日

場所 ①打越町内の畑、②さんさんの郷

（金）
）

調理加工室

場所 三好公園陸上競技場
対象 
市内在住

伝言板

※申し込みの際は、自衛隊豊田地域事

費用 
1人300円

申込 10月7日
（水）までにはがきに行政

対象 どなたでも可
勤務 1日7時間45分以内で週37時間30

分以内

定員 ①50組、②12組
費用 ①800円、②900円

区、氏名、年齢、電話番号、商工

期間 11月1日～令和3年3月31日

会長杯参加希望と記入し、グラウ

※雇用期間満了時に業務成績により、

ンド・ゴルフ協会事務局へ郵送
（〒

2回に限り選考によらず再度の任用が

申込 10月18日
（日）までに、みよし協

470-0214 明知町砲録山2-262

できます。その後も継続して任用を希

（☎080働農園の会の加藤憲さん

小栗方グラウンド・ゴルフ協会事

望する場合は、選考を受けることがで

6903-5361）
または長尾邦松さん

務局宛）
、またはファクス

きます）

採

用

陸上自衛隊高等工科学校
自衛隊豊田地域事務所

☎・N0565-32-7384
生徒を募集します。詳細は自衛隊豊
田地域事務所へお問い合わせください。
対象 平 成16年4月2日～平 成18年4月

1日生まれの男子
申込 推薦入試は11月1日
（日）
～30日
（月）
、

持物 シャベル、ジャム用の熱湯消毒済

みのビン
か と う さとる

な が お くにまつ

（☎090-2137-8587）
へ電話

資格 次の全てに該当する人

①介護支援専門員
（ケアマネジャー）の
資格を有する

電話で老人ホームの種類や内容を

②普通自動車運転免許を有し、近隣市
町まで運転できる

紹介・提案します。
日時 平日12：00～14：30、土曜日14：

③パソコン操作ができる
人数 1 人

老人ホームの入居相談

00～15：00

選考 書類および面接

対象 65歳以上の自立高齢者、要支援・

申込 10月16日
（金）までに令和2年度

要介護認定者

みよし市会計年度任用職員登録申

費用 無料

込書
（みなよし地区地域包括支援

申込 竹 内昭智さん
（☎070-1674-1250）

センターで配布、ホームページか

たけうちあきとも

へ電話

一般入試は11月1日
（日）
～令和3年

らダウンロード可）に必要事項を

※場合により、たけうち接骨院
（福田町

に指定の様式を自衛隊
1月6日
（水）

記入し、みなよし地区地域包括支

山畑39-8）で面談も可能です。電話予

豊田地域事務所
（〒471-0027 豊

援センターへ直接

約が必要です。

有料広告

2020 10 1 木

10

火

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

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、 ホームページ
広報情報課へお問い合わせください。
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