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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
環境審議会委員募集
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �環境の保全・美化などに関する必
要な調査および審議　　　　　

期間 4月1日～令和5年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に環境審議会委員に選任されて
いない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年4回開催予定）

人数 3人　選考書類選考
申込 �2月26日（金）まで（必着）に任意
の様式に住所、氏名、電話番号、
職業、生年月日、応募理由、地域
活動経験などを明らかにして、レ
ポート（1,000字程度。テーマ「私
が望むみよしの環境」）を添えて
環境課へ郵送、ファクス、メール、
または直接

※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。

みどりと景観審議会委員募集
都市計画課 ☎32-8021 N34-4429
{toshi_k＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �水と緑豊かな良好な景観の形成
に関する調査および審議

期間 4月1日～令和5年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附

属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去にみどりと景観審議会委員に選
任されていない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年3回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月19日（金）まで（必着）に任意の
様式に住所、氏名、電話番号、職
業、生年月日、応募理由、地域活
動経験などを明らかにして、レポ
ート（1,000字程度。テーマ「みよ
し市の望ましい景観についての意
見・提案」）を添えて都市計画課へ
郵送、ファクス、メール、または
直接

※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。

市役所庁舎における換気方法
総務課  ☎32-8000  N32-2165
　現在、市役所庁舎では新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため、空調設
備を利用した換気を実施することで
厚生労働省が推奨する一人当たり毎

時３０㎥の必要換気量を確保していま
す。
　空調設備を利用しない時期について
も、今後、送風運転による換気を実施
することで換気量を増やし、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止に努めます。

譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103
●譲ります　子ども用自転車、自転車
用リアカー、ひな人形七段かざり、大
人用パンツ・オムツ・パッド（すべて未
使用）、保育園のスモック、介護用シ
ャワーチェア・浴槽用すべり止めマット
●譲ってください　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

�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

【譲ってほしい場合】
　2月4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
※登録期間は3カ月です。

　また、2月は業務中のドライバーが死亡事故を起こす割合が高く、信号
無視や歩行者妨害などの交通違反を伴っています。各事業所において、業
務中の交通事故防止に関する注意喚起などをお願いします。

【歩行者】
●道路を横断するときは横断歩道を利用しましょう。
●視認性を高めるため、明るい服装や反射材の着用を心掛けましょう。

【ドライバー】
●�速度を控え、歩行者や自転車を見かけたら、その動きに気を配るなど安
全運転に努めましょう。　

　2月は視認性が低下する日没後の時間帯に、歩行者、特に高齢
者が被害者となる交通死亡事故が多発しています。事故防止のた
め以下の点について意識しましょう。
　

日没後の時間帯に注意
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110
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緑のカーテンコンテスト結果
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　コンテストへのご参加ありがとうご
ざいました。本年度ご応募いただいた
皆さんの中から厳正なる審査の結果、
莇生町にお住まいの大

おおの
野美

み か
香さんの作

品（写真）が最優秀作品に決定しました。
　大野さんのお宅では、初期のころか
ら脇芽を摘んで下部に葉が茂らないよ
うにしたそうです。そうすることで風
がよく通るようになり、美しく育てら
れたようです。また緑のカーテンが適
度な陰を作ってくれて、室内のカーテ
ンをしなくても心地よく過ごせたそう
です。
　来年もコンテストを開催する予定で
す。ぜひ、ご参加ください。

営農相談
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　就農や農業経営全般に関する相談
や指導を実施しています。
日時 �毎月第2・第4水曜日13：00～15：
30

場所 �緑と花のセンター営農相談室
費用 �無料

申込 �開催日の前日までに相談内容を緑
と花のセンターへ電話

新築・出生の記念樹配布
緑と花のセンター 
☎34-6111  N34-6161
　新築・子の出生の記念に樹木を贈呈
します。
内容 �ヤマボウシ、イチゴの木、ジュ
ーンベリー、シモツケ、西洋ニ
ンジンボクの中から1鉢

日時 �2月20日(土)～3月31日(水)9：
00～17：00（月曜日を除く）

場所 �さんさんの郷
持物 �引換券（家屋調査、または出生届
け受理時に配布）

さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課 
☎32-8005��N76-5021

　

内容 �車内の広告枠へ掲載（広告物は広
告主の責任と負担で作成）

※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サイ
ズ横）です。
期間 �4月～令和4年3月の月単位
枠数 �30枠（5枠×6台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。

費用 �月額1,000円／枠
申込 �2月26日（金）までに申込書（企画
政策課で配布、ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、広告案と会社案内を添
えて企画政策課へ郵送、または
直接

弁護士同席の消費生活相談
産業課 ☎32-8015 N34-4189
　悪質商法や商品・サービスに関する
消費生活上のトラブルについて、弁護
士と専門相談員が解決のためのサポー
トをします。おかしいと感じたら、早
めに相談しましょう。
日時 �3月16日（火）13：30～16：30（1
人40分程度）

場所 �市役所4階相談室11
定員 �先着で4人　費用 �無料
申込 �3月15日（月）までに産業課へ電話、
または直接

愛知県特定（産業別）最低賃金の
改定
愛知労働局労働基準部賃金課
☎052-972-0257  
　愛知県内の全ての事業場で働く常
用・臨時・パートなどの労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」が令和２年10
月1日から時間額927円に改定されま
した。これに伴い、特定の産業で働く
労働者に適用される「愛知県特定（産業
別）最低賃金」も12月16日に改定され
ました。「特定（産業別）最低賃金」の方
が、時間額が高く設定されているので
ご注意ください。

　　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、ホームページからダウ

ホームページ

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。

ホームページ
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お知らせ
確定申告相談には入場整理券
が必要です
豊田税務署  
☎0565-35-7777
　豊田税務署が行っている確定申告
相談では、会場の混雑緩和を図るた
め、4月16日（金）まで入場整理券が必
要です。入場整理券は当日会場で配布
しますが、国税庁LINE公式アカウン
ト（アカウント名：国税庁、LINEID：＠
kokuzei)から事前発行も可能です。発
行方法などの詳細は、国税庁ホームペ
ージで確認できます。
　還付申告（納め過ぎた税金を戻して
もらう手続き）は5年間行うことができ
ますので、3月16日（火）以降の申告相
談をご利用ください。
※入場整理券の配布状況に応じて後日
の来場をお願いする場合があります。

中小企業退職金共済補助金の
ご案内
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　中小企業退職金共済事業本部（中退
共）または特定退職金共済団体（特退
共）と退職金共済契約を結んだ個人事
業主・法人を対象に、平成31年4月1
日以降新たに加入した従業員（被共済
者）に係る掛金の一部にする、補助金
を交付します。
内容 �補助対象…契約成立日の属する
月から起算して12カ月分の掛金
（補助金交付申請までに退職など

により脱退した従業員に係る掛
金は対象外）、補助金額…対象と
なる掛金総額の10％（新規加入従
業員1人あたりの上限10,000円）

�対象 �次の全てに該当する人
①市内に事業所を有している
②市税を完納している
③�新たに加入した従業員に係る退職金
共済契約を締結した日から12カ月
経過している
④�契約成立日が属する月から起算して
12カ月分の掛金を納付している
⑤�継続して掛金を納付している（退職
などにより脱退していない）

申込 �3月1日（月）～19日（金）に退職金
共済契約書の写し、退職金共済
掛金支払内訳書、完納証明書を
産業課へ直接

自動車の税金のお知らせ
愛知県豊田加茂県税事務所　
課税第二課自動車税グループ
☎0565-32-7483

【本年度、自動車を譲渡、または廃車
した人】 
　「自動車税種別割」は、4月1日現在
の普通自動車の所有者（割賦販売契約
の場合は使用者）に対して課税されま
す。3月末までに運輸支局で移転登録
（名義変更）または抹消登録（廃車）をし
ないと納税義務が発生しますのでご注
意ください。

【住所変更した人】 
　自動車税種別割の納税通知書は、車
検証に記載された住所に送付します。
住所を変更したときは、運輸支局で住

所変更の手続きをしてください。すぐ
に住所変更できない場合は、以前の住
所地を管轄する県税事務所に、自動車
税種別割住所変更届出書（ホームペー
ジからダウンロード可）を提出、また
は電子申請・届出システムで新住所を
ご連絡ください。

とよた業界研究会
豊田市雇用対策協会事務局
☎0565-34-1999 
N0565-34-1777
　豊田エリアの業界紹介を通じ、地元
業界への理解を深めませんか。40社が
参加します。
日時 �2月10日（水）10：30～15：00
場所 �名鉄トヨタホテル7階（金扇・孔
雀）（豊田市喜

き た ま ち

多町1-140）
対象 �令和4年3月卒業予定の現大学３
年生、短期大学1年生など

※来場者に図書カードを差し上げます。
※詳しくはホームページをご覧ください。

放送大学4月入学生募集
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学には、心理学・福祉・経済・
歴史など約300の幅広い授業科目が
あります。興味のある科目を選んで履
修することができます。一緒に学んで
みませんか。
受付 ��第1回…２月28日（日）まで、第2
回…3月16日（火）まで

※資料（無料）は放送大学ホームページ
からダウンロード、または放送大学愛
知学習センターへお電話ください。

※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。

    2 月
土

   1
    2

2021

　　有料広告

 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

国税庁

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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定員 �20人（選考により決定）
費用 �10カ月間10,000円（傷害保険料
2,500円程度が別途必要）

【②就農者育成コース】
内容 �共同で春夏秋冬野菜26種類程度
の栽培管理実習、販売実習、講
義、農業用機械操作実習

期間 �4月～令和4年3月の毎週水曜日9：
00～12：00（実習）、第1・第3水
曜日13：30～14：30（講義）

※希望者は1年間延長して令和5年3
月まで受講することができます。�
講師 �元愛知県野菜専門技術員の伊

い ず は ら
豆原

親
ちかひろ
博さん

対象 �市内在住で野菜栽培の就農を希望
する、または就農して間もない18
歳以上の人

定員 �10人（選考により決定）
費用 �年間12,000円（傷害保険料2,500
円程度が別途必要）

【①・②共通】
申込 �2月2日（火）～28日（日）に申込書
（緑と花のセンターおよび産業課
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、
緑と花のセンターへ直接

他 �事前説明会…3月20日（土）10：30
～11：30、入講式…4月3日（土）
9：00～9：30

食育推進事業
手作りおこしもんでひなまつり
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

　この地域の伝統食であるおこしも
のを作ってみませんか。
日時 �2月27日（土）9：30～11：30
場所 �緑と花のセンター調理加工室
対象 �市内在住の園児または小学生と、

その保護者
定員 �抽選で4組12人程度　費用 �無料
申込 �2月12日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を明らかにして産
業課へ電話、ファクス、メール、
または直接

※抽選結果は郵送で通知します。

第3回自然観察会
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

　今回は冬の植物や水鳥、越冬中の昆
虫観察を中心に行います。
日時 �3月6日（土）9：00～
場所 �細口池周辺（明知町細口1-1）
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
申込 �2月17日（水）までに住所、氏名、
電話番号を明らかにして環境課へ
メール、または直接

第3回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　ジャガイモ、ニンジン、キャベツの
栽培を土づくりから学びます。
日時 �2月20日（土）10：00～11：00
場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �無料　持物 �軍手・長靴
申込 �2月2日（火）～16日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

愛知県消費生活
モニター募集
愛知県県民生活課  
☎052-954-6163��N052-972-6001
　消費者を取り巻くさまざまな問題に
対応するため、ご協力をお願いします。
内容 ��危険な商品や悪質商法などの情
報提供、研修会への出席など

期間 �依頼日～令和4年3月31日
対象 ��県内在住で満20歳以上（公務員、
公職選挙法による公職者を除く）

謝礼 ��年額1,500円以内（予定）
申込 ��2月19日（金）までに応募用紙（産
業課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入
し、愛知県県民生活課（〒460-
8501住所不要）へ郵送（当日消印
有効）、ファクス、または直接

催し・講座
令和3年度農業研修
受講者募集
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　農業研修の受講者を募集します。研
修の8割以上に出席し一定の条件を満
たせば、農地を借りることができます。
【①農業ふれあいコース】

内容 �春夏秋冬野菜23種類程度の栽培
管理と農業用機械操作の実習

期間 �4月～令和4年1月の毎週土曜日
9：00～11：30（43日程度）

講師 �JAあいち豊田職員の中
なかがわ
河善
よしひさ
久さん

対象 �市内在住で野菜栽培を始めたい、
または始めて間もない18歳以上
の人

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
ヘルスパートナーとみよしを
歩こう～さんさんの郷コース～～さんさんの郷コース～
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

　のどかな田園風景が広がる南部地域
のコースです。梅などの花が楽しめる
魅力あふれるスポットを紹介します。
内容 �約5.1㎞のコースを約1時間30分
かけて歩く

日時 �3月5日（金）9：30～12：00（8：00
の時点で雨天の場合は中止）

場所 �さんさんの郷第3駐車場に集合

対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。
※過去にこの企画に参加したことがあ
る人は、名札を持参してください。

精神保健福祉講演会
福祉課　☎32-8010  N34-3388
内容 �精神障がいを抱える子どもの親亡
き後の備えとして、必要なことを
学ぶ

日時 �3月9日(火)14：00～16：00（開
場は13：30）

場所 �ふれあい交流館102会議室
講師 �名古屋市精神障害者家族会連合会
事務局の堀

ほりば
場洋

よう じ
二さん

対象 �市内在住、または精神疾患者の家族
定員 �先着で15人　費用 �無料
申込 �前日までにくらし・はたらく相談

センターへ電話（☎33-5070）、
またはファクス（N34-6331）

※当日参加も可能です。
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。

認知症介護家族交流会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
　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。
内容 �アロマでリラックス～好きな香り
でハンドケア～

日時 �2月26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。

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

2月25日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔
寿会ケアハウス
寿睦苑（福谷町寺
田4）

無料
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、音楽と
の触れ合いなど

2月8日（月）・18
日（木）・28日（日）
13：00～15：30

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 「はじめの一歩・勉強会」
（詳細は下記参照）（要予約）

2月18日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健師や
社会福祉士などによる相談（参
加希望者はみなよし地区地域
包括支援センターまで電話）

2月16日（火）
10：00～11：00

サンライブ和風講
座室 無料

みなよし地区地域
包括支援センター
☎33-3502

認知症カフェ

■2月の認知症カフェ ※内容は変更となる場合があります。

　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。認知症
の有無に限らず、どなたでも参加できます。

　にこにこサロンでは、不定期で勉強会を開催しています。
　2月は、昨年7月に開設されたみよし市成年後見支援センターの職
員による「はじめの一歩・勉強会」を開催。成年後見制度についてわか
りやすく、基本的なことを学びます。お気軽にご参加ください。
申込 �エムハート薬局みよし店（市役所東・三好医療モール1階）に直接、
またはなかよし地区地域包括支援センター（福祉センター内）に電
話（☎34-6811）または直接

定員 �先着で20人 ▲昨年9月に開催したオムツ勉強会の様子

「にこにこサロン」で成年後見制度の勉強会を開催！
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豊田加茂医師会在宅医療サポー豊田加茂医師会在宅医療サポー
トセンターの新名称募集トセンターの新名称募集
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　在宅療養とは、通院が難しくなった
ときや退院後に自宅など本人が過ごし
たい場所に、医師や看護師、ホームヘ
ルパーなどが訪問し、医療や介護を行
うことです。在宅療養の窓口である
「在宅医療サポートセンター」の新名称
を募集します。採用された応募者には
賞品を進呈します。
対象 �市内在住・在勤
申込 �2月19日（金）までに新名称、理
由、氏名、年齢、住所、電話番
号を明らかにして、豊田加茂医
師会（〒470-0062豊田市西山町
3-30-1）へはがきを郵送、また
はメール（{zaitaku@toyotaka

　　moishikai.or.jp）

運転ボランティア養成講座運転ボランティア養成講座
社会福祉協議会　福祉センター内
☎34-1588 N34-5860

　身体的な理由で公共交通機関の利用
が困難な障がい者や高齢者などのため
に運転を行うボランティア養成講座を
開催します。
内容 �ボランティア、車椅子の操作方
法、福祉車両（ラクティス）の操作
方法についての説明

日時 �3月12日（金）・18日（木）13：00～
15：00（両日参加が必要）

場所 �福祉センター　定員 �8人
対象 �次の全てに該当する人
①�普通自動車運転免許証を有しており
　過去２年以内にその効力が停止され
　ていない
②�福祉車両貸出事業の運転ボランティ
アとして登録を希望する

申込 �2月8日（月）～3月8日（月）に社会
福祉協議会に電話、または直接

家族介護者交流会家族介護者交流会
「地域サロン」
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　リフレッシュ体操で気分転換をし
ませんか。
日時 �2月10日（水）10：30～11：30
場所 �福祉センター2階教養娯楽室
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

子育て
春休み期間の放課後児童クラブ
入所申し込み受け付け
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

日時 �3月25日（木）～4月5日（月）8：00～
18：00（土・日曜日を除く）

※就労証明書などで必要性が認められ
た場合は、7：30～8：00、18：00～
19：00も利用できます。
対象 �昼間、就労などにより家庭に保護
者のいない市内在学の小学生

費用 �3月…3,000円、4月…2,400円

申込 �2月1日（月）～19日（金）に申込用紙
(子育て支援課および各児童クラブ
(14：15～19：00)で配布)に必要事
項を記入し、就労証明を添えて子
育て支援課へ直接

※入所には優先基準があります。放課後
児童クラブご案内（子育て支援課および
各児童クラブで配布）をご確認ください。
※募集人数は通年児童の受け入れによ
り変動があります。
※3月のみまたは4月のみの申し込みも
可能です。

親子リトミック体験会
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　令和3年度親子リトミックのメンバ
ーを募集します。体験会を開催します
ので気軽にご参加ください。
日時 �①babyクラス…3月10日（水）・
18日（木）、②1歳児クラス…2月
24日（水）、3月10日（水）・18日
（木）、③2歳児クラス・④3歳児ク
ラス（未就園児対象）…2月17日
（水）

場所 �打越公民館ホール
対象 �①令和2年4月2日～令和2年10
月31日生まれの子、②平成31年
4月2日～令和2年4月1日生まれ
の子、③平成30年4月2日～平成
31年4月1日生まれの子、④平成
29年4月2日～平成30年4月1日
生まれの子

費用 �無料
問合 �久

く ぼ や ま
保山薫

かおる
さんへメール（{ｍ-ｋ_

ritokids.2008@hotmail.co.jp）、
またはファクス（N56-0380）

※迷惑メールの対策などでドメイン
指定を行っている場合、「@hotmail.
co.jp」を受信設定してください。

みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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子育て
育児講座「人形劇」
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 �2月24日（水）10：30～11：10
場所 �おかよし交流センター
対象 �未就園児とその保護者
定員 �抽選で35組　費用 �1人15円　
申込 �2月10日（水）～17日（水）9：00～
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

スポーツ
水泳教室（前期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　令和3年度の新規受講生を募集しま
す。楽しく水泳上達を目指しませんか。
日時 �4月～10月の指定する土曜日①9：
00～9：45、②9：50～10：35

場所 �みよしスポーツアカデミー（三好
町天王26-3）　

対象 �小学生
定員 �①②合わせて先着で50人程度
費用 �受講料23,500円（半期）、年会費
1,000円（年間）、スポーツ保険料
800円（年間）

申込 �3月14日（日）9：00～受付。以降
は平日（月曜日を除く）13：00～
17：00、土・日曜日9：00～12：
00、13：00～17：00に参加費を
添えて、なかよしクラブへ直接

※3月3日（水）から申し込み前日までに
空き状況を電話で確認してください。

会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 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①3月6日（土）、②3月7日（日）9：
00～（受け付けは8：30～）

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 �2月19日（金）までに総合体育館
へファクス（N34-6030）または
直接

三好さんさんスポーツクラブの
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

【①ガールズH
ヒップ

IP H
ホ ッ プ
OP講座体験会、②

チアダンス講座体験会】
日時 �2月27日（土）①9：10～10：10、
②10：20～11：20

場所 �打越公民館ホール
対象 �①小学2年生～小学5年生、②小
学3年生～小学4年生

定員 �各10人程度　費用 �500円（当日集金）
持物 �室内用シューズ
申込 �2月23日（火）までに希望講座名、
氏名（ふりがな）、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

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

種目 �男子・女子ダブルス（1セットマッ
チ）

日時 �4月3日（土）9：00～（予備日10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
ス協会の会員

費用 �1組2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が別途必要です。
申込 �2月21日（日）までに長山家久さ
んへメール（{i-nagayama@tim.
hi-ho.ne.jp)

令和3年度テニス協会（硬式）
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
対象 �市内在住・在勤・在学
費用 �年会費500円
申込 �2月1日（月）～20日（土）に、申込
書（総合体育館で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）を総合
体育館へ直接

グラウンド・ゴルフ協会会員募集
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

　年齢・性別関係なく、健康づくりにグ
ラウンド・ゴルフを楽しみませんか。希
望者には用具を貸し出します。
対象 �市内在住
費用 �年会費1,000円
申込 �行政区、住所、氏名、生年月日、
電話番号を明らかにし、協会入会
希望と記入し会費を添えて在住行
政区のグラウンド・ゴルフ協会支
部長へ直接、または協会事務局へ
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）、またはフ
ァクス

※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

ホームページ
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　　有料広告

採　用
カヌー協会職員（非常勤）
カヌー協会  スポーツ課内
☎32-8027  N34-6030

勤務 �火～日曜日の8：30～19：15の間
で週20～30時間程度（夜間勤務
あり）

期間 �4月1日～令和4年3月31日
業務 �カヌー指導、カヌー行事の企画運
営、施設管理、経理事務など

対象 ��パソコンで資料作成（ワード・エ
クセルなど）ができる人

選考 �書類選考、面接
申込 �2月20日（土）までに雇用願（総合
体育館で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、総合体育館へ直接

給食協会調理員（非常勤）
給食協会  学校給食センター内
☎32-0501  N34-0199

勤務 �①平日8：00～12：00、②平日
11：00～16：30（休憩1時間）（週

3～5日）
期間 �4月1日～令和4年3月31日
業務 �①野菜洗いなどの下処理・片付け
など、②調理道具・食器などの洗
浄、清掃

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 �2月1日（月）～12日（金）に雇用願
（給食協会で配布、ホームページ
からダウンロード可）に必要事項
を記入し、給食協会へ直接

※詳細はホームページをご覧くだ
さい。

伝言板
新規市民農園の利用説明会
　野菜作りをはじめませんか。
　NPO法人みよし協働農園の
会が運営する、打越町石坂地
内の遊休農地を活用し整備した新規市
民農園の説明会を開催します。未経験
でも大歓迎です。
日時 �2月13日（土）・20日（土）9：30～
11：30（どちらかに参加）

※説明会終了後、現地をご案内します。
場所 �緑と花のセンター2階研修室
申込 �2月11日（木）までに加

かとう
藤憲
さとる
さん

（☎080-6903-5361）、または長
なが

尾
お
邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-8587）

へ電話

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 �2月7日（日）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）

ガールスカウトと作って遊ぼう！
内容 �ロープ結びなどのポイントラリー
と簡単楽器を作って奏でよう

日時 �①2月21日（日）、②3月14日（日）
9：45～12：00

場所 �緑と花のセンター2階研修室
対象 �年長園児～小学3年生の女児とそ
の保護者

定員 �①②先着で各5組
費用 �1組300円
申込 �開催3日前までに安

やすだ
田初

はつ よ
代さんへ

電話（☎090-1985-6347）、ま
たはショートメール

オイスカみよし推進協議会
講演会
　「防災とは何か」、東日本大震災の被災
事例を通して改めて考えてみませんか。
内容 �①市民団体ゆりあげかもめ会長の
佐
さた け
竹悦

え つ こ
子さんによる講演「災害時

の心がまえ」（仮称）、②海岸林復
興再生の会会長の鈴

すずき
木英

えい じ
二さんに

よる講演「復興は民間で」（仮称）
日時 �2月20日（土）14：00～16：00
場所 �サンライブ研修室
対象 �どなたでも可　定員 �先着で60人
申込 �氏名、電話番号を明らかにして、
オイスカみよし推進協議会の伊

いとう
藤

安
やすのぶ
信さんへ電話（☎32-1278）

ホームページ

ホームページ

ホームページ


