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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
豊田都市計画福田池下地区計画
および莇生山田地区計画の原案
の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画福田池下地区計画およ
び莇生山田地区計画の原案を縦覧しま
す。また、この原案について、土地所
有者や利害関係のある人は意見書を提
出することができます。
期間 �10月7日（月）～21日（月）
場所 �市役所4階都市計画課
※意見書の提出は、10月21日（月）まで
に任意の様式で、都市計画課へ郵送、ま
たは直接持参してください。

令和2・3年度学校給食用物資納
入業者の登録申請
給食協会  学校給食センター内  
☎32-0501  N34-0199
申込 �10月15日（火）～11月15日（金）の
平日8：30～12：00、13：00～16：
00に登録申請書（10月2日（水）か
ら給食協会で配布、または給食協
会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

※詳しくはホームページをご覧ください。

第58回「青少年によい本をすす
める県民運動」
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
　10月は「育てよう�豊かな心�読書か
ら」をスローガンに「青少年によい本を
すすめる県民運動」の強調月間です。県
では読書感想文を募集しています。
�申込  11月6日（水）まで（必着）に、はが

きに必要事項を記入の上、愛知県

青少年育成県民会議事務局「読書
感想文・感想画」係（〒460-8501�
愛知県庁内）へ郵送

※指定図書などの詳細は、ホー
　ムページをご参照ください。

令和元年度私立高等学校などの
授業料の一部補助
教育行政課  
☎32-8028  N34-4379
対象 �令和元年10月1日現在、通信制・
専攻科・別科を除く全日制の私立
高校、または私立専修学校高等課
程に在籍する生徒の市内在住の保
護者で、市税などを滞納していな
い人

補助 �生徒1人に付き年額12,000円（授業
料が補助額に満たない場合は授業
料相当額）

申込 �10月1日（火）～31日（木）（最終受
付は31日（木）24：00まで）に申請
書（教育行政課で配布、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、10月1日
以降に発行された在学証明書（原
本）を添付して、教育行政課、ま
たは市役所夜間受付へ直接

※学校から申請書が届いた場合は、学
校で取りまとめることがありますので、

同封の案内文を参照してください。

樹木せん定の受け付け終了
シルバー人材センター  ☎34-1988
　令和元年度分は定員に達しましたの
で、受け付けを終了します。たくさん
の申し込み、ありがとうございました。

未来の女性消防官職業体験会
尾三消防組合事務局総務課  
☎38-0119  N38-6962
{soumu@bisan-fd.togo.aichi.jp
内容 �消防官を目指す女性向けの職業
体験会（はしご車の体験乗車、ロ
ープ渡り、防火衣・空気呼吸器の
装着体験、庁舎内見学、女性消防
官との座談会など）

日時 �11月16日（土）9：15～11：45
場所 �尾三消防本部日進消防署（日進市
本
ほんごう
郷町宮

みやした
下3）

対象 �令和2年4月1日現在、大学・短期
大学・専門学校・高等学校に在学し
ている、またはこれらの学校を卒
業した人

費用 �無料
申込 �11月1日（金）までに申込書（ホー
ムページからダウンロード可）を
尾三消防組合総務課へメール、フ
ァクス、または直接

10月は自転車死亡事故が年間最多
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　10月は、日没後に辺りが暗くなるスピードが急激に速くなりま
す。日が暮れ始める16：00から18：00までの時間帯は、それに伴い

一気に視界が悪くなるため、自転車死亡事故が多発しています。自転車に乗車
する人は、明るい色の服や反射材を着用し、早めにライトを点灯しましょう。ま
た、自動車を運転する人は、薄暗い時間には特に、「自転車・歩行者の見落としが
あるかもしれない」という気持ちを持ち、速度を落とし、安全確認をしっかりと
しましょう。ライト点灯時間の目安は16：30です。「まだ明るいから大丈夫」と思
わず、積極的にライトを点灯し、周りの車両運転手にアピールしてください。

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
市民将棋大会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
日時 �11月3日(祝)9：30～（受け付けは
9：00から）

場所�サンライブ3階会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で30人
費用 �1,500円（昼食代を含む）
申込 �不要。会場へ直接
問合 �文化協会将棋部会長の塚

つかもと

本憲
けんいち

一
さんへ電話（☎34-7080）

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

【高齢者向け就労支援セミナー】
内容 �講演「これからの生きがい・働きが
いを考える�私の働き方改革」

日時 �10月30日(水)13：30～15：30
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 こ

子さん
対象 �50歳以上で就職活動中の人
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �10月1日(火)～24日(木)にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

【扶養範囲内の就職を希望する人への
セミナー】
日時  11月27日(水)13：30～15：30
場所  ジョブサポートみよし
対象  扶養範囲内の就職を考えている人
定員  先着で20人　費用  無料
託児  あり（6カ月～未就学児）
申込  10月3日(木)～11月18日(月)に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

サンアートの催し
サンアート� ☎32-2000  N32-3232

【オータムフェスタ2019】
内容 �ドリフト・トライク、ゲーム、グル
メコーナー、フリーマーケットなど

日時 �10月13日（日）10：00～15：00

場所 �サンアート
【ロビーコンサート】

日時 �10月16日（水）・17日（木）19：00
～20：30

場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料
【コズミックカレッジ】
　JAXAの先生の指導の下、科学的な
見方や考え方を学びませんか。
内容 �ペットボトルで水ロケットを作っ
て飛ばす

日時 �10月27日（日）13：00～15：00
場所 �サンアートレセプションホール・
市民広場

対象 �小学1～6年生とその保護者
定員 �抽選で親子25組　費用 �無料
 申込  10月19日（土）までにサンアート

へ電話、ファクス、または直接

第31回東海北陸・みよし矯正展
東海北陸・みよし矯正展事務局  
名古屋刑務所作業部門内  ☎36-2260�
内容  ステージイベント、展示即売、施
設見学など

日時  10月19日(土)10：00～16：00、
10月20日（日）9：00～15：00

場所  名古屋刑務所

防災ボランティアコーディネ
ーター養成講座
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
　大規模災害時、被災者からの支援依
頼と支援活動をするボランティアとの
調整をする、コーディネーターになり
ませんか。
日時  11月23日(祝)・24日(日)10：00
～16：00

場所  市役所3階研修室
対象  市内在住・在勤・在学で2日間とも
受講できる人

定員  抽選で30人　費用  無料
申込  10月31日(木)までに申込書(防災
安全課で配布、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、防災安全課へ郵送、
ファクス、または直接

行政・法律なんでも相談所
総務省中部管区行政評価局  
☎052-972-7415 
内容 �税金、登記、雇用、年金、道路、
消費生活、女性･家庭の悩み事、
交通安全、高齢者、相続、離婚、
金銭貸借などの悩み事や困り事の
相談

※相談員は弁護士、司法書士、税理士、
行政書士、国・県職員などです。
日時 �10月15日（火）13：00～16：00
（受け付けは12：00から）

場所 �豊田市民文化会館展示室A（豊田
市小

こざか
坂町12-100）

費用 �無料
申込 �不要。当日、先着順で受け付け

里親月間
愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター 
☎0565-33-2211  N0565-33-2212
　里親とは、さまざまな事情によって
家庭で暮らせなくなった子どもたちを、
子どもやその家族に必要な期間、温か
い雰囲気の中で養育してくださる人の
ことです。子どもたちの健やかな成長
のために、里親になりませんか。

「譲ります」「譲ってください」
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
草刈機、耕運機、三好北中学校の女子
制服（夏服・冬服）

【譲ってください】 
麻雀のゴムマット

【交渉の流れ】
　希望者は、10月1日（火）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

ホームページ
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催し・講座
ぼうさいこくたい2019
防災安全課  
☎32-8046��N76-5702
　日本最大級の防災イベントです。最
新の防災・減災について学びませんか。
日時 �10月19日（土）10：00～18：00、
10月20日（日）10：00～16：00

場所 �名古屋市ささしまライブ周辺（名
古屋市中村区平池町）�他

第6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
てて、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  10月13日(日)10：00～
場所  サンアート

食育推進ボランティア研修交流会
愛知県豊田加茂
農林水産事務所農政課� 
☎0565-32-7363 
{toyotakamo-nourin@pref.aichi.lg.jp
　食育推進ボランティア研修交流会
「豊田加茂地域の食を味わう�第1回山
の恵み「ジビエ」を味わう」を開催しま
す。食育ボランティアと一緒に地域の
食を見直し、味わいませんか。
内容  ジビエ料理を題材とした講座・実習
日時  11月13日（水）10：00～13：00
場所 �豊田市役所東庁舎5階栄養指導室
対象 �みよし市・豊田市在住で18歳以上
定員 �抽選で20人
費用 �1,000円（参加人数確定後に決定）
申込 �10月31日（木）までに申込書（ホ

ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、郵送、また
はメール（必着）

みよし市文化祭
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�

【作品展示】
内容 �絵画、水墨画、写真、彫刻、陶
芸、書道、文芸、華道、盆栽、ア
ートクラフトなど

日時 �10月31日(木)～11月3日（祝）
10：00～17：00（2日は9：00か
ら。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、1・2階ロビー

【芸能発表】

内容 �舞踊、ダンス、筝、太鼓、大正
琴、詩吟、ヘルマンハープなど

日時 �11月2日(土）10：00～15：40
場所 �サンアート大ホール　費用 �無料

【菊花展】
日時 �10月31日(木）～11月3日（祝）
場所 �サンアート正面　費用 �無料

【文化祭茶会】
日時 �11月3日(祝）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 �表千家��宮

みやざわ

澤八
や よ

代（宗
そうこう

光）さん
費用 �300円　申込 �不要。会場へ直接
※文化協会で前売り券の販売もあります。

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
内容  ティッシュケース作り
日時  10月24日(木)13：30～15：30
場所  尾三衛生組合エコサイクルプラザ
2階体験学習教室

対象  みよし市・日進市・東郷町在住
定員  抽選で20人　費用  500円
申込  10月13日(日)までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザへ電話

みよし「働く」フェア
豊田公共職業安定所  
☎0565-31-1400  部門コード41＃
　「働く」ことに興味を持ってもらうこ
とをテーマとしたフェアを開催します。
日時  10月12日(土)10：00～16：00
場所  イオン三好店アイ・モールセント
ラルコート

費用  無料

健康・福祉
市民病院 健康教室
市民病院リハビリテーション課  
☎33-3300  N33-3308
内容 �市民病院の理学療法士・作業療法
士による認知症予防と健康体操

日時 �10月30日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �市民病院リハビリテーション課
へ電話、または直接

認知症カフェ「オリーブ」
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N33-0786
内容 �回想法風大正琴を楽しみながら
介護予防にチャレンジする

日時 �10月24日（木）13：00～15：00
場所 �社会福祉法人翔寿会内談話室�キ
ャロット

対象 �どなたでも可
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

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
　認知症介護の不安や困りごとを相談
してみませんか。
日時 �10月25日(金)13：30～15：30
場所 �市役所3階研修室4
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。会場へ直接

ホームページ
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対象 �次のいずれかに該当する人
①�昭和29年12月31日以前に生まれ
た人で、接種日に満65歳以上
②�60～64歳（昭和30年1月1日～34年
12月31日生まれ）で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能、またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能に障がいが
ある（障がいの程度が身体障がい者
手帳1級程度）
※①に該当する人には、10月上旬に
通知を郵送します。 ②に該当する人
は、事前手続きが必要です。健康推進
課へお問い合わせください。
費用 �1,500円(生活保護受給世帯は無料)

ヘルスパートナーとみよしを歩
こう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311 N34-5969
　自然や展望台からの景色が楽しい、
浮き雲桟橋コースです。
内容 �約4.4kmのコースを歩く
日時 �11月1日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �おかよし交流センターに集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

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、健康運動指導士
による健康体操

日時 �10月11日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

豊田厚生病院 病院祭
豊田厚生病院 企画課 
☎0565-43-5000  N0565-43-5100
　屋台や子供が遊べるブース、病院
ならではの催しなどを開催します。
日時 �10月27日（日）10：00～15：00
場所 �豊田厚生病院（豊田市浄

じょうすい

水町伊
い ぼ

保
原
ばら

500-1）

回想法教室
「懐かし想ひ出列車」
長寿介護課 
☎32-8009  N34-3388
　懐かしい物や写真などを題材に、み
んなで昔話を楽しみませんか。
日時 �11月15日・29日、12月13日・27
日、令和2年1月10日・24日、2月
7日・21日の金曜日14：00～15：00

場所 �市役所、または特別養護老人ホ
ーム安

あんりゅうそう

立荘（打越町山ノ神60）
対象 �市内在住で会場まで自分で通う
ことができる65歳以上の人

定員 �抽選で8人程度
申込 �10月31日(木)までに申込書（長
寿介護課で配布、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、長寿介護課へ郵
送、または直接

一汁一菜から始めようクッキング
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　食生活健康推進員が、一汁一菜で一
食分の必要な栄養が取れる献立を紹介
します。
日時 �10月25日(金)10：00～13：00
場所 �保健センター　対象 �市内在住
定員 �先着で20人　費用 �400円
持物 �塩分濃度測定希望者は自宅で作
ったみそ汁など大さじ1杯程度

申込  10月11日(金)までに健康推進課
へ電話、または直接

高齢者インフルエンザ予防接種
健康推進課 保健センター内
☎34-5311  N34-5969
期間 �10月15日(火)～令和2年1月31日
(金)

場所 �みよし市・豊田市の指定医療機関
※医療機関によっては事前予約が必要
です。また、指定医療機関以外での接
種を希望する場合は、事前に手続きが
必要ですので、通知した接種券を、健
康推進課へ持参してください。

第37回わらび秋まつり
社会福祉法人あさみどりの会 わらび福
祉園  ☎34-5975  N34-5976
　バザーやゲーム、模擬店、ステージ
イベントなどを行います。
日時 �10月12日（土）10：00～15：00
場所 �社会福祉法人あさみどりの会わ
らび福祉園（三好町西荒田28）

泰山寮開寮記念祭
社会福祉法人昭徳会  泰山寮
☎34-2161  N34-6568
　カレーライスや綿菓子などの模擬店
や、物品販売などを行います。
日時 �10月19日（土）11：00～13：30
場所 �障害者支援施設泰山寮（打越町山
ノ神51-1）

費用 �入場無料

衣浦東部保健所からのお知らせ
衣浦東部保健所  健康支援課  
地域保健グループ
☎0566-21-9338  N0566-25-1470

【結核に関する相談・支援】
　衣浦東部保健所では、結核に関する
相談・支援をしています。予防・早期発
見のため、2週間以上咳や痰などが続
く時は、病院を受診しましょう。ま
た、年に1回は胸部エックス線検査を
受けましょう。心配のある人は、お気
軽にご相談ください。

【膠原系難病患者・家族のつどい】
内容 �藤田医科大学病院医師の芦

あしはら
原こ

のみさんの講演「病気と上手に付
き合うために～日常生活の工夫に
ついて～」、交流会

日時 �10月16日（水）13：30～15：30
場所 �衣浦東部保健所3階大会議室（刈
谷市大

おおてまち

手町1-12）
対象 �衣浦東部保健所管内在住の膠原
系難病患者とその家族

費用 �無料
申込 �10月8日（火）までに衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ
へ電話

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

   10 火
日10

2019

　　有料広告

子育て
絵本の読み聞かせ
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 �10月24日(木)10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �10カ月～2歳未満の子とその保護
者

定員 �抽選で30組
費用 �1人15円　託児 �あり　
申込 �10月10日（木）～17日（木）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

わらべうた
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 �11月11日(月)10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �5カ月～1歳6カ月の子とその保護
者

定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �10月28日（月）～11月5日（火）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

あいちっこ「親の学び」学習プ
ログラム
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
　体操や運動を通して、親子で楽しく
体を動かしましょう。
日時 �10月24日（木）10：00～11：00

場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �2歳児とその保護者
定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �10月10日（木）～17日（木）9：00
～16：00にきたよし地区子育て
支援センターへ電話、または直接

親子で遊ぼう3B体操
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
内容 �ベルやボールを使って遊ぶ
日時 �10月30日(水)10：00～11：00�
場所 �子育て総合支援センター
対象 �2歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で25組　費用 �1人15円
申込 ��10月16日(水)～23日(水)�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

観劇会「人形劇」
黒笹地区子育て支援センター  黒笹保
育園内  ☎36-5722  N36-5108

内容 �人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」に
よる人形劇「ねずみのよめいり」「3
びきのこぶた」

日時 �11月6日（水）10：30～11：10
場所 �黒笹保育園遊戯室

対象 �未就園児とその保護者
定員 �抽選で40組　費用 �1人15円
申込 �10月23日（水）～30日（水）9：00
～16：00に黒笹地区子育て支援
センターへ電話、または直接

子育てママのリフレッシュ教室
健康推進課 保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　たまには子育てや家事と少し離れ、
リフレッシュしませんか。
内容 ���ペタンク、栞

しおり

作り、おやつ作り
日時 ���10月30日（水）、11月6日（水）・
22日（金）10：00～11：30

場所 ���保健センター
対象 ���未就園児の母親で3日間とも参加
できる人

定員 ���抽選で15人　託児 ���あり
申込 �10月18日（金）までに健康推進課
へ電話、または直接

いきいき子育て講座
教育行政課  
☎32-8028  N34-4379
内容 �花まる学習会の箕

みのうら
浦健
けんじ
治さんの講演

「生きる力～もめごとはこやし～」
日時 �10月25日（金）10：30～12：00
場所 �サンアートレセプションホール
対象 �子どもを養育する保護者
定員 �抽選で200人　費用 �無料
託児 �なし
申込 �10月11日（金）までに、ホームペ
ージの申し込みフォームから申し
込み、または住所、氏名、電話番
号を明らかにして、教育行政課へ
ファクス、電話、または直接

ホームページ
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スポーツ
総合体育大会バドミントン大会
バドミントン連盟  鈴

すずき
木進

すすむ
さん

☎・N36-1650
日時 �11月24日（日）
場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学（高校生以上）
費用 �連盟登録者1,000円、未登録者
1,500円、高校生700円　　

申込 �11月8日（金）までに所定の用紙
（総合体育館で配布）に記入し、総
合体育館へファクス（N34-6030）、
または直接

ソフトテニス連盟の教室・大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
【総合体育大会ソフトテニス大会】

部門 �中学1年の部・中学2年の部・一般
の部（予選はリーグ戦、決勝はト
ーナメント戦（予定））

日時 �11月10日（日）9：00～（受け付け
は8：30から）

場所 �三好公園テニスコート
対象 �中学生以上
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �10月25日（金）までに申込用紙（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

　　有料広告

【インドアソフトテニス教室】
日時 �11月1日（金）～令和2年3月20日
（祝）19：00～21：00（全19回）

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上
定員 �先着で40人　費用 �5,000円
申込 �10月4日（金）～19日（土）に申込
用紙（総合体育館で配布）に必要事
項を記入して総合体育館へファク
ス（N34-6030）、または直接

総合体育大会硬式テニス大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
部門 �ミックスダブルス（1セットマッチ、
トーナメント戦）

日時 �11月9日（土）9：00～（予備日11月
23日（祝））

場所 �三好公園テニスコート
対象 �ペアのうち一人は市内在住・在勤・
在学、またはテニス協会登録者

費用 �1組2,000円
申込 �10月13日（日）までに総合体育館
へ直接

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会
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
日時 �11月15日（金）8：30～12：00（受
け付けは8：00から。予備日11月
22日（金））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住　費用 �300円
※入賞商品・ラッキー賞があります。
※ホールインワンをした人は1回に付

き100円の募金をお願いします。
申込 �10月7日（月）までに行政区、氏
名、年齢、電話番号、商工会長杯
大会参加希望と記入し、グラウン
ド・ゴルフ協会事務局へ郵送（〒
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

カローリングインストラクター
養成講習会
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
内容 �カローリング実技、筆記テスト
日時 �11月16日（土）13：00～16：00
場所 �総合体育館アリーナ・会議室
対象 �どなたでも可　定員 �30人　
費用 �100円
申込 �10月1日(火)～10月31日(木)に
申込用紙（スポーツ課で配布）に必
要事項を記入してスポーツ課へフ
ァクス、または直接

第2回スポーツ指導者講習会
スポーツ協会  総合体育館内
☎32-8027　N34-6030
内容 �リズムトレーニング（実技）
日時 �10月26日(土)17：00～19：00
������(受け付けは16：30から)
場所 �総合体育館剣道場�
講師 �STAR公認インストラクターの伊

い

東
とう
憲
けんいちろう
一郎さん

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で40人　費用 �100円
申込 �10月12日(土)までにスポーツ協
会へファクス、または直接

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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スポーツ
三好さんさんフェスティバル
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
内容 ��①お楽しみゲーム、②サッカー、
③ソフトバレーボール、④カロー
リング、⑤グラウンド・ゴルフ、
⑥健康麻雀体験会

※1人1種目参加できます。
日時 �10月20日（日）8：45～12：00
場所 �南部小学校�他
対象 �①年長園児以上(園児は保護者同
伴)、②～④小学生以上、⑤・⑥中
学生以上

費用 �会員300円、非会員500円(当日
集金。参加賞・保険料含む)

申込 �10月8日（火）までの火・木・金曜日
9：00～15：00、水・土曜日9：00
～12：00に、氏名、年齢、電話
番号、希望する種目を明らかにし
て、三好さんさんスポーツクラブ
へメール、電話、または直接

伝言板
みよし市吹奏楽団シンフォニ
ックウインズみよし第9回定期
演奏会
曲目 �カルメン組曲、嵐メドレー、ハリ
ウッド映画音楽メドレー�他

日時 �11月3日（祝）13：30～16：00（開
場13：00）

場所 �サンアート大ホール

申込  不要。会場へ直接（入場無料）
問合 �シンフォニックウインズみよしへ
メール（{swmiyoshi@gmail.com）

へアドネーション（髪の寄付）
のお願い
　小児がんで髪の毛をなくした子ども
たちにウィッグをプレゼントする運動
をしています。寄付には髪の長さが
31cm以上必要です。興味のある人、
ご協力いただける人はご連絡ください。
問合 �平日10：00～15：00に三好愛知
ライオンズクラブへ電話（☎32-
2763）

Let’s try on ！　ガールスカウト
内容 �野外料理、モンキーロープで遊ぶ
日時 �10月19日（土）10：15～14：30
場所 �さんさんの郷バーベキュー場
対象 �年中園児～小学４年生の女児とそ
の保護者

定員 �先着で15組　費用 �1組500円
申込 �10月15日（火）までに安

やす だ
田初

はつ よ
代さ

んへ電話（☎090-1985-6347）

子どもと女性の護身術
日時 �10月12日（土）13：30～15：30
場所 �サンライブ
対象 �子ども、女性　費用 �無料
申込  三

みつまた
俣広
ひろあき
明さんへ電話（☎090-3150-

6319）

3B体操（愛知中北部グループの
つどい）
日時 �10月24日（木）10：00～11：30
場所 �豊田市西部コミュニティーセンタ

ー（豊田市本
ほんしん
新町7-50-3）

費用 �無料　申込  不要。会場へ直接
問合 �（公社）日本3B体操協会愛知中北
部グループ長の加

かとう
藤仁

ひとみ
美さんへ電

話（☎090-6077-1727）

三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �ネコの里親探し　
日時 �11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　費用 �参加費無料
※譲渡には費用がかかります。
申込 �不要。会場へ直接
問合 �三好ネコの会代表の銅

どうき
城みえこさ

んへ電話（☎090-7618-1659）

雑木林deセルフケア
内容 �瞑想、散策、季節のクラフトなど
日時 �10月14日（祝）、11月4日（振休）、
12月15日（日）10：00～12：00

場所 �三好丘緑地　対象 �18歳以上　
定員 �先着で5人　費用 �1,000円
申込 �鈴

すずき
木友
とも
よさんへ電話（☎090-1231-

9989）、またはメール
　　suzuki@gmail.com）

サツマイモ収穫体験会
日時 �10月19日（土）9：00～
　　10：30
場所 �打越町鏡塚地内の畑（さんさんの
郷の隣）

定員 �先着で80組　費用 �1組500円
申込 �10月15日（火）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

　　有料広告

 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。

 回放送 10月12日（土）午前９時00分～（ひまわり12）

再放送　 10月13日（日）午後7時00分～、19日（土）午前9時00分～、20日（日）午後7時00分～

市制施行10周年記念事業として9月27日（金）に

文化センターサンアートで開催された

小林幸子歌謡ショーの一部をお送りします。

 令和元年度 みよし市長寿お祝い会』 イベントＭＣ・司会ご相談ください！

 組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ
 まわり12 / 地デジ12ch

さんさんチャンネル / CATV123ch

 令和元年度 みよし市長寿お祝い会』 イベントＭＣ・司会ご相談ください！

 まわりくん

 180mm H48mm

ラジオラブィートのパーソナリティが

イベントをより華やかに

演出します！！

 ジオ ブィート 営業局 0565（32）8855

お問い合わせ

ホームページ

（{tmerumo
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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。

小さな秋イベント「築250年 旧市川家物語 暮らしの音が聞こえる」

林
はやしや

家木
き く お う

久扇・柳
やなぎや

家三
さ ん ざ

三　二人会

甲
かっちゅう

冑製作教室

長久手温泉「ござらっせ」で朝風呂を始めます

生涯学習課　☎0561-73-4190

生涯学習課　☎0561-38-4111　N0561-38-9445 

産業支援課地域振興係　☎0562-92-8332

長久手温泉ござらっせ　☎0561-64-3511

　日本庭園が色づく秋に、文化を楽しむ
ひとときを過ごしてみませんか。今年は
移築250周年を記念し、名古屋学芸大
学と連携した特別なイベントです。
内容 �展示&映像コーナー、コンサート、体
験ワークショップ（有料）、名古屋学

日時 �11月4日・24日、12月8日・15日、令
和2年1月12日・26日、2月9日・23
日、3月8日・22日、4月5日の休日お
よび日曜日13：30～15：30（全11回）

場所 �豊明勤労会館（豊明市新
しんでん
田町吉

よしいけ
池18-

8）

芸大学映像科によるライトアップ�他
日時 10月26日（土）13：00～19：00
場所旧市川家住宅（日進市野

のかた
方町東

ひがしじま
島384）

他 �10月12日（土）14：00～16：00、椙
山女学園大学と連携したプロジェク
ションマッピングを実施

対象 �近隣市町在住で、令和2年6月7日
（日）開催予定の桶狭間古戦場まつり
武者行列に参加できる人

費用 �6,000円（布・刀代などが別途必要）
申込 �10月18日（金）までに、豊明市観光
協会ホームページから

　幅広い活躍で大爆笑の高座を届けてい
る林家木久扇さんと、古典落語の若き名
手柳家三三さんによる豪華落語会。マ
ジック界の大御所、マギー司

しろう
郎さんも出

演します。
日時 �10月20日（日）14：00開演

　10月5日(土)から、土・日曜日、祝日
のみ営業時間を7：00に早め、朝風呂を
開始します。詳しくは長久手温泉ござ
らっせのホームページをご覧ください。
日時 �10月5日(土)以降の土・日曜日、祝
日とお盆など

場所 �長久手温泉ござらっせ（長久手市前
まえ

熊
ぐま
下
しも だ
田170）

※駐車場は6：40から利用可できます。
費用 �720円（9：00以降も引き続き利用
可）

ホームページ

ホームページ

場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春
はる

木
き
字北

き た ん だ
反田14）

対象 �小学生以上（未就学児入場不可）
申込 �チケット一般3,000円、高校生以下
1,000円（全指定席）を東郷町民会館
（火曜日休み）窓口で発売中


