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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
当、⑦みよし市遺児手当

�申込 �8月30日（金）までに必要書類を持
参して①～④は福祉課へ、⑤～⑦
は子育て支援課へ直接

地区計画の都市計画決定にかか
る説明会
都市計画課  ☎32-8021 N34-4429
　莇生山田地区について地区計画の都
市計画決定を予定しています。素案を
作成しましたので、説明会を開催しま
す。
日時  8月9日（金）19：00～
場所  市役所3階研修室3・4

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

お知らせ
就職に悩んでいる若者のための
職業相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　知立若者サポートステーションと共
催で就職に悩んでいる若者のための職
業相談を行っています。就職について
の悩みをお気軽にご相談ください。
日時 �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(1回50分、予約制)

場所 �ジョブサポートみよし
対象 ��就職に関する悩みがある15歳～39
歳の人とその家族

※家族のみでの相談も受け付けます。
定員 �各回とも先着で1人��費用 �無料
申込 �希望する相談日の前日までに、ジ
ョブサポートみよしへ電話、また
は直接

現況届・所得状況届の提出
福祉課��☎32-8010  N34-3388
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　次の手当を受けている人は、毎年8月
に現況届や所得状況届などの必要書類
を提出し、受給を継続するための手続
きが必要です。
　そのため、手続きに関する通知を8月
上旬までに郵送します。提出がない場
合は、①から④の手当は８月分以降の
手当が、⑤から⑦の手当は11月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご
注意ください。
�対象 �①特別障がい者手当、②障がい児

福祉手当、③特別児童扶養手当、
④愛知県在宅重度障がい者手当、
⑤児童扶養手当、⑥愛知県遺児手

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。

矢作川水源基金からのお知らせ
公益財団法人矢作川水源基金事務局
☎0564-23-2645
　矢作川流域には、約157万人が生活
しています。飲料水をはじめ、水は私
たちの生活には欠かすことのできない
重要な資源です。
　矢作川水源基金は、緑豊かな山林を
整備し、きれいな水を安定して供給す
るとともに、災害に強い山にするため、
植林や保全など山の管理や上下流の交
流事業などに役立てられています。
　皆さんも水と山への感謝の気持ちを
持ち、上下流交流イベントへの参加、
基金への寄付などにご協力ください。

夏期の交通事故防止
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月は気温が上がり、体力の消耗が激しくなります。運転中、次
のような兆候が表れたら、疲れがたまってきているサインです。

【疲れのサイン】
①運転に集中しているつもりなのに、あくびが出る
②まばたきの回数が増える
③目がショボショボしてきたり、まぶたがけいれんする
④無意識に首を回したり、肩を動かしたりする
⑤前の車が発進したことに気付くのが遅れ、発進が遅れる
　上記の状態で無理に運転を続けると、注意力不足から思わぬ事故を起こして
しまいます。疲れがたまってから休憩しても、疲労はなかなか回復しません。
疲れがたまる前に、サービスエリアや道の駅などでこまめに休憩を取り、安全
運転に心掛けてください。
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個人事業税第一期分の納税
愛知県豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7482
　個人事業税の第一期分の納期限は、
9月2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。
　納税通知書には第一期分と第二期分
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。
　また、納税には便利で安全な口座振
替の制度もあります。希望する人は口
座を開設している金融機関の窓口で手
続をしてください。

特産品シール（ナシ）配布開始
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　市の特産品であるナシの品種を明記
した特産品シール（丸型85mmおよび
30mm）を作成しました。あきづき、幸
水を7月末から配布していますのでご
利用ください。
対象 �市内で該当品種の農産物を生産し
ている農家

費用 �無料��申込 �産業課へ直接�

町なかアートギャラリー
2019出品者募集
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　みよし市指定文化財石川家住宅内の
主屋、座敷、井戸場、東蔵で自作の作
品を展示しませんか。皆さんの応募を
お待ちしています。
期間 �10月17日（木）～11月7日（木）の水・
木・土・日曜日

募集 �絵画、写真、彫塑、書、工芸品な
どで、発表、未発表は問わず、60
点程度（1人2点まで）

※雨に濡れてもよい作品は屋外（庭な
ど）に展示できます。
対象 �市内在住・在学・在勤で18歳以上
費用 �無料
申込 �8月17日（土）～9月14日（土）に申
込書（歴史民俗資料館で配布、お
よびホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、歴史
民俗資料館へ郵送、ファクス、メ
ール、または直接

みよしブランドの愛称募集
みよし商工会  ☎34-1234
{tokusan@344navi.com
　商工会が認定する特産品をより多く
知ってもらうため、愛称を募集します。
採用者には副賞があります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
申込 �9月30日（月）までに、愛称および
読み方、簡単な説明、氏名、住所
などを記入し、みよし商工会へ
メール

「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
関わる悩みや心配などを人権擁護委
員や法務局職員が電話相談（☎0120-
007-110）に応じます。秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談くださ
い。
日時  8月29日（木）～9月4日（水）8：30
～19：00（8月31日（土）･9月1日
（日）は10：00～17：00）

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港ビルディング株式会社
☎0568-29-1600
　お盆の長期休暇時は、空港の駐車場
が満車になり駐車できない場合があり
ます。空港へは、公共交通機関をご利
用くださいますようお願いします。

催し・講座
文化協会の催し
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

【第3回市民茶会】
日時 �9月1日（日）10：00～15：00
場所 �石川家住宅
席主 �表千家近

こんどう

藤隆
りゅうじ

治（宗隆）さん
費用 �当日券500円、前売券400円（前
売券は8月31日（土）までに文化協
会へ直接）

【公募第25回みよし美術展】
　洋画、日本画、彫刻、写真、陶芸の
作品を展示します。
日時 �9月3日(火)～8日(日)10：00～17：
00(最終日は16：00まで)

場所 �サンアートレセプションホール、
研修室

【県文連西三河部芸能大会】
内容 �舞踊、フラダンス、民謡、筝

そうきょく
曲、

太鼓、詩吟、バレエなどの西三河
各市町による芸能発表

日時 �9月29日(日)9：30～16：40
場所 �サンアート大ホール��費用 �無料

コハク磨き体験
歴史民俗資料館
☎34-5000 N34-5150
日時 �8月24日（土）11：00～、13：00～、
14：00～、15：00～各回1時間程度

場所歴史民俗資料館
講師東海化石研究会
定員各回10人��費用無料
申込不要。会場へ直接
※整理券を10時から配布します。

第37回みよし市郷土芸能伝承
活動発表会
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
　子どもたちがお囃

はやし
子や棒の手などの

地域の郷土芸能を発表します。
日時 �9月8日（日）13：20～17：00
場所サンアート大ホール��費用無料

ホームページ

ホームページ
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 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

　　有料広告

催し・講座
ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222

【女性向け就職支援セミナー】
　子育てと仕事の両立を目指す女性の
就職についてのセミナーを開催します。
日時 �8月28日(水)10：00～12：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �人材育成コンサルタントの道

みちだ
田智
とも

子
こ
さん

対象 �就職を希望する女性
定員 �先着20人��費用 �無料
託児 �あり(6カ月～未就学児)
※ご希望の人は、8月16日(金)までにお
申し込みください。
申込 �8月1日(木)～19日(月)にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

【女性向け起業就労支援セミナー】
　起業において知っておきたい法的知
識などのセミナーを開催します。
日時 �9月11日(水)13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
対象 �起業を考えている女性、就職活動
中の女性

定員 �先着で20人��費用 �無料
講師 �特定社会保険労務士の小

お や ま だ
山田政

まさよし
義

さん
申込 �8月6日(火)～9月3日(火)にジョブ
サポートみよしへ電話、または直
接

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

　地元生産者を中心に野菜・果物・加工
品などを販売する朝市を開催します。
�日時 8月10日(土)10：00～12：30
�場所 �イオン三好店内セントラルコート

みよし創業塾2019
みよし商工会  

☎34-1234  N34-5799
　創業に必要なノウハウや知識を、
ケーススタディを用いながら学びます。
日時 �9月14日～10月26日の土曜日（10
月5日を除く）10：00～15：00

場所 �東海学園大学三好キャンパス
対象 �創業を予定している人、創業・経
営に興味がある人、概ね5年以内
の創業して間もない人

定員 �先着で30人��費用 �4,000円
申込 �9月10日（火）までに、申込用紙（産
業課、みよし商工会窓口で配布、ま
たはホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、みよ

し商工会へ郵送（〒470-0224�三
好町大慈山2-11）、ファクス、ま
たは直接

ロビーコンサート
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　皆さんのお越しをお待ちしています。
日時 �8月15日（木）19：00～20：30
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �シャンティ（ピアノ・フルート・クラ
リネット）、へりて～じ（クラシッ
クギター・ベース・ピアノ&ボーカ
ル）、L

リ ン ク

ink�T
ト ー ン

one（ピアノソロと連
弾・声楽）

費用 �無料

母子家庭など就業支援講習会
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　パソコン講習や経理事務
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（月）～28日（水）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

ホームページ

ホームページ
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出張ハローワーク
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400（部門コード41#）
　児童扶養手当の現況届けの提出に併
せて、臨時窓口を設置します。ひとり
親家庭で仕事にお悩みの人はお気軽に
ご相談ください。
日時 �8月5日（月）9：30～12：00、8月16
日（金）9：30～15：00

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

ハワイアンフェスティバル
in吉良ワイキキビーチ
吉良温泉観光組合  ☎0563-32-0525
西尾市商工観光課  ☎0563-65-2170

　フラ・ステージやポリネシアンダン
スチームによるダンスショー・ファイ
アーダンスを見ることができます。会
場にはハワイアンなフードやショップ
が多数出店します。
日時 �8月28日（水）～31日（土）15：00～
20：00ごろ（小雨決行、荒天中止）

場所 �宮崎海水浴場特設ステージ（西尾
市吉

き ら
良町宮

みやざき
崎）

※15：00から駐車場を無料開放しま

す。また、名鉄吉良吉田駅から会場ま
でシャトルバスを運行します。
費用 �無料

刈谷わんさか祭り・花火大会
刈谷市観光協会��☎0566-23-4100

　スターマインをはじめとする多くの
花火が夏の夜空を彩ります。
日時 �8月16日（金）17：00～21：00（盆
踊りは18：00～）、17日（土）11：
00～21：00（花火大会は19：00～）

場所 �刈谷市総合運動公園（刈谷市築
つい じ
地

町荒
あらた
田1）

※会場周辺に駐車場はありませんの
で、刈谷駅や知立駅などから運行する
無料シャトルバス（17日のみ運行）や公
共交通機関をご利用ください。

こうた夏まつり
こうた夏まつり実行委員会
☎0564-62-1111（内線195）

　ステージイベント、おまつり屋台、

盆踊り、打ち上げ花火と手筒花火の共
演などをお楽しみください。
日時 �8月17日（土）14：00～20：30（雨
天時は8月18日（日）に順延）

場所 �ハッピネス・ヒル・幸田（幸田町大
字大
おおくさ
草字丸

まるやま
山60）

※JR幸田駅と幸田町役場駐車場（無料）
から会場まで無料シャトルバスを運行
します。18：00以降は幸田憩の農園駐
車場（無料）がご利用いただけます。

空間に線を引く-彫刻とデッサ
ン展
藤井達吉現代美術館
☎0566-48-6602
　戦後から現代までに活躍した彫刻家
のデッサンや彫刻を展示します。
日時 �8月10日（土）～9月23日（祝）（月
曜は除く）10：00～18：00

場所 �藤井達吉現代美術館（碧南市音
おと は
羽

町
まち
1-1）

費用 �一般700円、高校・大学生500円、
小・中学生300円

とよた高専ワクワク
広場（公開講座）
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828 �N0565-36-5930
内容 �夏目漱石『三四郎』の世界-群像劇
として読む青春小説-

日時 �9月12日（木）10：00～12：00
場所 �豊田産業文化センター（豊田市
小
こざかほんまち

坂本町1-25）
定員 �抽選で20人��費用 �無料
※申し込み方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

　　有料広告

ホームページ

＊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。
放送日 ： 8月17日（土）午後6時15分～午後9時

今年も会場となる三好稲荷閣周辺から、
踊りグループの熱気あふれる
パフォーマンスを生中継！ぜひ、ご覧ください。

『【生】第27回 三好いいじゃんまつり』 『モミアゲラジオ』

番組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ

いいじゃんまつりの会場から
公開生放送！

ひまわり12 / 地デジ12ch
中継チャンネル / CATV120ch

ひまわりくん

W180mm H48mm

いいじゃんまつりの会場の盛り上がりや、楽しい
雰囲気をバッチリお届けします！放送時間は番組
でチェック♪
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催し・講座
マイカー無料点検教室
愛知県自動車整備振興会  豊田支部
☎0565-34-0715
内容  プロの整備士から車の始業点検・
保守点検を学ぶ

日時 �8月31日(土)9：30～12：00
場所 �豊田スタジアム�多目的広場（豊田
市千
せんごく
石町7-2）

対象 �原則として国産車
申込 �不要。会場へ直接

豊田市コンサートホールの催し
豊田市コンサートホール・能楽堂
☎0565-35-8200
内容  ①夏休み親子で楽しむわくわく能
楽体験、②上

うえはら

原彩
あ や こ

子が奏でる子ど
ものための「くるみ割り人形」

日時 �①8月25日（日）13：00～、②8月
31日（土）11：00～

場所 �①豊田市能楽堂（豊田市西
にしまち

町1-200�
豊田参合館8階）、②豊田市コン
サートホール（豊田参合館10階）

※費用や申し込みの詳細については、
豊田市コンサートホールへご連絡くだ
さい。

健康・福祉
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

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 �8月28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、1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 �8月16日(金)までに健康推進課へ
電話、または直接

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
内容 �参加者交流会、脳トレやコグニサ
イズなどの健康講座

日時 �8月9日（金）14：00～15：00
場所市民病院会議室
対象 �市内在住の40歳以上で認知症予
防や健康管理に興味がある人

費用無料��申込 �不要。会場へ直接

精神保健福祉・ひきこもり家族
教室
衣浦東部保健所  健康支援課
こころの健康グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �講話「親亡き後の生活保障を考え
る。～障害年金・生活保護の制度
について知ろう～」

日時 �8月22日（木）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 �精神障がい者・ひきこもり状態に
ある人を抱える家族

定員先着で30人
申込 �前日までに衣浦東部保健所へ電話

炎症性腸疾患市民公開講座
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711  N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
内容 �講演「潰瘍性大腸炎、クローン病
の最新治療」

日時 �9月7日(土)14：30～16：30
場所 �豊田市福祉センター大ホール(豊
田市錦

にしき
町1-1-1)　

定員先着で400人
申込 �8月7日(水)9：00以降に講座名、郵
便番号、住所、申込者氏名、参加
人数、電話番号を明らかにして豊

田加茂医師会へ電話、ファクス、
またはメール

翔寿会夏まつり
社会福祉法人翔寿会
☎33-0789  N33-0786

　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 �盆踊り、かき氷や焼きそばなどの
縁日、福引など

日時 �8月3日（土）17：30～
場所 �三好ケ丘メディカルクリニック（福
谷町寺田6）

※雨天時は、翔寿会（福谷町寺田4）で
実施します。

子育て
幼稚園の入園受け付け
みよし市私立幼稚園協会
　令和２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
園へ電話でお問い合わせください。
受付 �10月1日(火)から
※願書は9月2日（月）から各幼稚園で配
布します。
他 �授業料の補助制度あり

【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
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ファミリー・サポート・センター
会員募集
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 9月7日（土）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6日（火）～31日（土）に、ファミ
リー・サポート・センターへ電話、
または直接

令和元年度就学義務猶予免除
者などの中学校卒業程度認定
試験について
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受験
資格が与えられます。
日時 10月24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
務猶予免除であった人で、令和2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2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2年3月31日までに満16歳以上
になる（①および④に掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、令和2
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 �8月19日（月）～9月6日（金）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
てに書留で郵送

読み聞かせ
きたよし地区子育て支援センター
莇生保育園内
☎34-4660  N34-7558

日時 9月12日（木）10：00～11：00
場所莇生保育園遊戯室
対象就学前の子どもとその保護者
定員抽選で30組
費用 �親子1組30円（子どもが2人の場合
は45円）

申込 �8月29日（木）～9月5日（木）9：00～
17：00に、きたよし地区子育て支
援センターへ電話、または直接

ベビービクス
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
☎34-1250  N34-0501
日時 9月5日(木)10：00～11：00�
場所子育て総合支援センター　
対象 1歳未満児とその保護者
定員抽選で20組
費用 �親子1組30円（子どもが2人の場合
は45円）

申込 �8月22日(木)～29日(木)9：00～

16：00に、なかよし地区子育て支
援センターへ電話、または直接

スポーツ
市民カヌーポロ大会
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699
部門 �高校生以上、中学生以上、小学4
年生以上の3部門

※1チームの編成は、監督1人、コー
チ1人、選手5～8人としてください。
日時 �9月8日（日）8：30～16：45（予定）
場所 �保田ケ池カヌーポロ競技場
対象 ���みよし市カヌー協会会員、または
市内在住・在勤・在学でカヌー経験
がある人

費用 ���1チーム3,000円
※カヌー協会非会員は、保険料として
1人600円が必要です。
申込 ���8月11日（祝）までの9：00～17：00
に参加費を添えて、カヌー協会へ
直接

※練習希望のチームは9月1日（日）・7日
（土）10：00～12：00にコートを開放し
ます。申し込み時にお申し出ください。

後期硬式テニス教室
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986

日時 �10月8日～11月26日の毎週火曜日、
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
定員 �先着で初心者、初級者、中級者コ
ースの各15人

費用 �7,000円
申込 �9月7日（土）9：00以降に総合体育
館へ直接
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スポーツ
第14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7日（土）
開催の第14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7日～
12月5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（練習会を対象とした
保険料を含む）

申込 �8月1日（木）～28日（水）に参加費を
添えて、総合体育館へ直接

【選考会】
日時 �9月14日、10月5日の土曜日17：
30～19：00

場所 �三好公園陸上競技場
種目 �小学生男子・女子…1,200ｍ、中
学生男子・女子・一般女子…3,000
ｍ、ジュニア女子・40歳以上男女
…4,000ｍ、ジュニア男子・一般
男子…5,000ｍ

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。　
②9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2人選出します。
申込 �9月7日（土）までに申込書（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

※スポーツ傷害保険への加入が必要で
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
　一般（中学3年生以上）・中学2年生・中
学1年生に分かれて、予選リーグ、決勝
トーナメントを実施します。皆さんの
参加をお待ちしています。
日時 �女子…9月14日（土）、男子…9月15
日（日）9：00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下は1人100
円）

申込 �申込書（総合体育館で配布）に必要
事項を記入し、8月30日（金）まで
に総合体育館へファクス（N34-
6030）または直接

採　用
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2年4月採用予定の職員（若干名）
を募集します。受験資格や申し込み方
法など、詳しくはホームページをご覧
ください。
職種 �事務職および技術職（土木・建築・電
気・機械・化学・情報）

試験 �1次…9月22日（日）、2次…10月
20日（日）、3次…11月下旬（予定）

申込 �8月21日（水）まで（必着）の平日に愛
知中部水道企業団総務課へ郵送、
または直接

伝言板
シラタマホシクサ、
ハッチョウトンボの観察会
　里山の裾には湿地があり、シラタマ
ホシクサやハッチョウトンボなどが観

察できます。
日時 �8月31日（土）、9月1日（日）9：00
～17：00（小雨決行）

場所黒笹工業団地東の里山
※車で来る人は係員の指示に従ってく
ださい。
費用 �無料��申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよしの自然環境を守る会の深

ふかや
谷

喜
き よ す み
代澄さんへ電話（☎32-0724）

みよしプレーパーク
　子どもも大人も自然の中で思い切り
自由に遊びませんか。
日時 �8月31日（土）10：00～15：00
場所 �三好丘緑地��費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよしプレーパークの神

かみお
尾貴

き み
美さ

んへメール（{miyoshi.ppark@gmail.
　　com）

三井アーツ15周年記念
吹奏楽でうたう第九
　公募による第九を歌う会の会員がシ
ンフォニックウィンズみよしの演奏で
第九4楽章歓喜のうたを歌います。ぜ
ひ聴きに来てください。
日時 �9月1日（日）14：00～
場所 �サンアート大ホール
費用 �1,000円（全席自由席）
申込  サンアートへ電話（☎32-2000）、
または三井アーツの三

みつい
井敬

けいこ
子さん

へ電話（☎36-6323）

おやこ育脳あそびサークル
　皆さんの参加をお待ちしています。
内容 �右脳を活性化するカードや絵本の
読み聞かせなどの育脳あそびと座
談会

日時 �8月21日（水）、27日（火）①9：30
～、 ②10：30～、 ③11：30～の
各1時間

場所 �サンライブ
対象 �①2～3歳、②1歳、③4～11カ月
定員 �先着で各6組��費用 �200円
申込 �こどもはれるへLINE@（ID：@swz
　　3737c）

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。

 

特別展「にっしんの歴史と動物」

第25回東郷町民レガッタ

夏休み！　花市場にでかけよう！

まちセンカフェ

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825　N0561-74-0046

生涯学習課　☎0561-76-0030　N0561-38-9445 

東海農政局園芸特産課　☎052-223-4624　N052-218-2793

たつせがある課　☎0561-56-0602

　歴史の中で、人間と動物はさまざまな
形で関わりを持ってきました。日進市に
伝わる資料を基に、その歴史を紹介しま
す。平成31年3月13日に日進市指定文
化財に指定された「鳥

とりちゅうふた
鈕蓋（折

おりど
戸110号

窯跡出土）」も展示します。

内容模擬セリと季節の花の寄せ植え
日時 8月27日（火）10：00～12：00
場所 �愛知豊明花き地方卸売市場（豊明市
阿
あ の
野町三

さんぼんぎ
本木121）

講師庭デザイナーの桜
さくらい
井ひろ子

こ
さん

�対象先着で小・中学生80人とその保護者

日時 ������8月10日（土）～9月29日（日）9：00
～17：00

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
申込不要。会場へ直接　

費用 500円（講習会当日支払い）
�申込 �8月8日（木）までに、東海農政局へ

郵送、ファクスまたはインターネッ
ト

※詳細は、お問い合わせください。

　「水とみどりとボートのまち」である東
郷町では、ボートを町民スポーツとして
位置付け、毎年レガッタを開催していま
す。今年も老若男女を問わず100クルー
以上が参加する予定です。白熱したレー
スをお楽しみください。

　「わが子を守れるのはあなただけ！」災
害は備えないところにやってくる。その
とき、気持ちだけでは、わが子の命は守
れません。何から始めたらいい？ 我が
家には何が必要なの？ いざというとき、
何をすればいい？ なんだか不安！ そん

日時 9月22日（日）8：00～（荒天時中止）
場所 �愛知池漕艇場東郷コース（東郷町大
字諸

も ろ わ

輪字上
じょうぼく

鉾12-68）
※駐車場は県総合教育センター駐車場（東
郷町大字諸輪字上鉾68）をご利用ください。
種目 �ナックルフォア（競漕距離500m、
全11部門）

▲昨年のまちセンカフェの様子

なあなたは、ぜひお越しください。
日時 8月17日（土）10：00～11：30
場所 �まちづくりセンター１階交流スペー
ス（長久手市武

むさしづか
蔵塚101-3）

他 �ゲスト：子づれ備
び
災
さい
クラブ代表の古

こ が
賀

めぐみさん




