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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
家具転倒防止器具の
取り付け
防災安全課
☎32-8046  N76-5702
　災害時要配慮者世帯
の家庭における地震対
策を推進するため、家
具転倒防止器具の取り
付けを無料で行います。
対象の要件、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。
申込 �12月2日（月）～27日（金）

マイナンバーカードは確定申告
にも利用できます
市民課  
☎32-8012  N32-8048
　電子証明書をマイナンバーカード
に搭載することで、e-Tax（国税電子申
告・納税システム）で確定申告ができま
す。電子証明書の搭載は、みよし市に
住民票がある人は、市民課窓口で行う
ことができます。なお、マイナンバー
カードの受け取りは、申請から約1カ
月かかります。マイナンバーカードの
申請方法について、詳しくはホームペ
ージをご覧ください。

特設人権相談所の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　法務省と全国人権擁護委員連合会で
は12月4日から12月10日までを「人権
週間」と定めています。
　市では、特設人権相談所の開設や街
頭PR活動などを実施します。相談は
無料で、相談内容の秘密は固く守られ
ます。一人で悩まずにお気軽にご相談

ください。
内容 �いじめ・虐待・DV・名誉棄損・プラ
イバシーの侵害などについての悩
みや困りごとの相談

日時 �12月5日（木）・6日（金）9：00～
12：00

場所 �市役所2階相談室5
申込 �不要。当日会場へ直接

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30年4月1日～平成31年3月
31日の次の閲覧状況の公表

①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、②請求事由、または利用の目
的の概要、③閲覧の年月日、④閲覧に
係る住民の範囲
期間 �12月2日（月）～12月27日（金）
場所 �市役所1階市民課

ママ・ジョブ・あいち
無料出張相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　結婚・出産・介護などで離職し、再就
職を考えている女性の不安や悩みを専

門のカウンセラーが相談に応じます。
日時 �1月22日（水）①9:30、②10:30、
③11:30（1回50分、予約制）

場所 �ジョブサポートみよし
定員 �各回先着で1人　費用 �無料
託児 �6カ月～未就学児（1月8日（水）ま
でに予約が必要）

申込 �12月2日（月）～令和2年1月15日
（水）にジョブサポートみよしへ電
話、または直接

新年あいさつ会
総務課  ☎32-8000  N32-2165
　どなたでもお気軽にご参加ください。
なお、ご来場の際には、さんさんバス
をご利用ください。
内容 �新年のあいさつ、意見交換
日時 �令和2年1月6日（月）10：15～
※受け付けは9：45からです。
場所 �市役所3階研修室

都市計画の変更にかかる説明会
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　莇生郷浦地区において、用途地域の
変更および特別用途地区の変更にかか
る都市計画決定を予定しています。計
画の素案の説明会を開催します。
日時 �12月19日（木）19：00～
場所 �市役所3階研修室5

師走も慌てず運転を
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　12月は交通量が多く、年末に向けて慌ただしくなる時期とな
ります。業務多忙や心身の疲れなどから、仕事中の交通事故や歩

行者死者数が最も多くなる月です。十分な体調管理に努め、心にゆとりを
持った運転を心掛けましょう。
　また、日没時刻が早いため、夕暮れ時の交通事故が多発
しています。歩行者は明るい服や反射材用品を着用してく
ださい。運転手は16：00ごろからライトを点灯するとと
もに、ハイビームを積極的に活用してください。

ホームページ

ホームページ
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�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

国勢調査の調査員募集
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021
　令和2年10月1日現在で、全国一斉
に国勢調査が実施されることに伴い、
登録統計調査員を募集します。
内容 �調査員説明会への出席、調査票
の配布・回収、調査書類の点検・提
出など

対象 ��税務、警察または選挙活動の事
務に従事しておらず、申請時に満
20歳以上で健康な人

報酬 �4～7万円程度
申込 �申請書（企画政策課で配布、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、企画政
策課へ直接

生活の困りごとや働くことの相談
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　「生活費のやりくりに困っている」、
「家から出ない家族がおり、不安だ」、
「悩みごとがあるが、どこに相談して
いいか分からない」など、悩みを抱え
ている人はいませんか。くらし・はた
らく相談センターでは、専門相談員が
相談に応じます。相談は無料ですので、
お気軽にご相談ください。
日時 �平日9：00～17：00
場所 �ふれあい交流館1階（三好町湯ノ
前4-5）

申込 �事前予約が必要。暮らしに関する
こと…☎33-5020、働くことに
関すること…☎33-5070

催し・講座
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
　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 �12月14日（土）9：00～11：30
場所 �イオン三好店駐車場

健康麻雀体験会
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
　脳トレに最適な麻雀を体験できます。
日時 �12月11日（水）・21日（土）10：00
～11：30

場所 �明越会館多目的室　
対象 �中学生以上　定員 �先着で各12人
費用 �1回300円（当日集金）
申込 �開催の5日前までの火・木曜日9：
00～15：00、水・金・土曜日9：00
～12：00に氏名、年齢、電話番
号を明らかにして、三好さんさん
スポーツクラブへ電話、メール、
または直接

講演会「猿
さ な げ よ う

投窯と日本の作陶文化」
歴史民俗資料館
☎34-5000　N34-5150
　猿投窯が日本文化に及ぼした影響を
分かりやすく解説します。
日時 �12月7日（土）14：00～15：30（開
場は13：30）

場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室
講師 ��奈良文化財研究所都城発掘調査部
の尾

お の
野善
よしひろ
裕さん

定員 �先着で70人　費用 �無料
託児 �なし　申込 �不要。会場へ直接

みよし市成人式
教育行政課  
☎32-8028  N34-4379
　市内在住の新成人の皆さんには12月
10日（火）までに案内状を発送します。
日時 �令和2年1月12日（日）11：00～（受
け付けは10：20～）

場所 �サンアート大ホール
対象 �平成11年4月2日～平成12年4月1
日に生まれた人

他 �案内状の届かない人や市外在住で
参加を希望する人は、12月16日
（月）までに申し込みが必要

豊田都市計画莇生山田地区計画
の案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
期間 �12月5日（木）～19日（木）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �計画（案）に意見がある人は、期間
中に任意の様式で都市計画課へ郵
送、または直接

豊田税務署からのお知らせ
豊田税務署  個人課税第一部門　
☎0565-35-7777
　確定申告について、提出期間は令和
2年2月17日（月）から3月16日（月）ま
でです。申告相談会場は混雑しますの
で、国税庁ホームページ｢確定申告書
等作成コーナー｣などで、ご自身で確
定申告書を作成し、e-Taxまたは郵送
で提出してください。また、申告相談
会場の詳細については、広報みよし1
月号でお知らせします。
　なお、2月14日（金）までは豊田税務
署で所得税（還付申告に限る）・消費税
の相談を行います（電話予約が必要）。
事前予約なしで来署の際は、相談を受
けることができない場合がありますの
でご了承ください。

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

【譲ります】 
PCデスク、学習机、和ダンス、リビ
ングボード、飾り棚

【譲ってください】�
北中学校制服など用具一式、グラウン
ドゴルフのクラブ、草刈り機、耕運機、
チェーンソー

【交渉の流れ】
　希望者は、12月9日（月）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

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
防災リーダー養成講座
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　地域の防災活動の中心として活躍す
る人材を養成するための講座です｡
内容 �①防災に関する基礎的な知識の講
義、②防災リーダーに必要な知識
と行動の講義と演習

日時 �①令和2年1月18日（土）、②2月2
日（日）10：00～16：30（予定）

場所 �①市役所3階研修室、②市役所3
階研修室、中部小学校体育館

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �抽選で30人　費用 �無料
申込 �12月20日（金）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、メール、または直接

サンアートの催し
サンアート　☎32-2000　N32-3232

【ロビーコンサート】
日時 �12月19日（木）19：00～20：30
場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料

【いいじゃん大学寄席伝統演芸】
出演 �①玉

たまがわ

川太
だいふく

福さん（浪曲）、②昔
せき

昔
せき

亭
てい

喜
き た ろ う

太郎さん（子ども向け落語）、③
笑
しょうふくてい

福亭希
きこう

光さん（上方落語）、④桂
かつら

鷹
た か じ

治さん（古典落語）
日時 �①令和2年1月18日（土）、②2月22
日（土）、③2月29日（土）、④3月
15日（日）14：00～（13：30開場）

場所 �サンアートレセプションホール
費用 �各回1,000円（セット料金3,000円）
申込 �サンアートでチケット販売中

第23回こうた凧揚げまつり
こうた凧揚げまつり実行委員会事務局
生涯学習課  幸田町中央公民館内
☎0564-62-1111（内線197）
　全国から集まった約180の手作り凧

が新春の空を彩ります。
日時 �令和2年1月12日（日）9：30～13：
30�

場所 �幸田町大字菱
ひしいけ
池地内

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 
N0565-32-7396
{toyotakamo-nourin@pref.aichi.lg.jp
内容 �豊田加茂地域の食を味わう�第2
回「伝統のお茶」を味わう（講座・実
習）

日時 �令和2年1月15日（水）10：00～13：
00

場所 �豊田市役所東庁舎5階栄養指導室
（豊田市西

にしまち

町3-60）
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 �12月20日（金）まで（必着）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、
ファクス、またはメール

健康・福祉
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 �12月13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

子育て
身体を動かそう
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
内容エアロビクス
日時 �令和2年1月14日（火）10：00～11：
00

場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �未就園児の保護者
定員 �抽選で25人　費用 �1人15円
託児 �あり
申込 �12月17日（火）～24日（火）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 �令和2年1月14日（火）10：00～11：
00

場所 �みどり保育園遊戯室
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �12月17日（火）～24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

スポーツ
インドアソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
部門 �中学生の部・一般の部
日時 �女子…令和2年1月5日（日）、男子
…1月12日（日）9：00～

場所総合体育館アリーナ
費用 �1人1,000円（高校生以下500円）
申込 �12月20日（金）までに総合体育館
へ直接

アドマテックス
ソフトテニス教室
アドマテックスソフトテニス部
加
か と う

藤丈
たけひろ

博さん  ☎080-1608-9020
　社会人トップリーグに所属する選手
と一緒に練習しませんか。
日時 �令和2年1月25日（土）9：00～12：
00（受け付けは8：30から）

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学
費用 �1人100円（当日集金）
申込 �1月12日（日）までに総合体育館へ
直接

ホームページ

ホームページ



19

 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

   12 日
金12

2019

　　有料広告

　放課後児童クラブは、下校後に保護者が家にいない児童を預かり、自主活動や遊
びなどを通して児童の健全育成を図るものです。令和2年4月から利用を希望する
児童の受け付けを行います。

期間 �令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水）
の下校後～19：00（長期学校休業期間などは
7：30～19：00）

休業 �土･日曜日、令和2年5月3日（祝）～5日（祝）、
8月13日（木）～15日（土）、12月29日（火）～
令和3年1月4日（月）

対象 �市内在学の小学生
費用 �月額5,100円（8月は8,000円。保険代800円
が別途必要。また、祝日は、負担金が別途必
要。おやつは各家庭で用意。家庭状況により
負担金の減免措置あり）

定員 �それぞれ若干名
費用 �月額5,100円（8月は8,000円）

※補助基準に適合した児童の利用料および利用料の減免は、公立児童クラブと同じです（消費税や入会金などが別途
必要な場合があります）。空き状況や利用料、申し込み方法など、詳しくは直接、各民間放課後児童クラブへお問い
合わせください。

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 住所 定員

中部児童クラブ 中部児童クラブ 三好町宮ノ越31-4 80人

北部児童クラブ 北部児童クラブ 福谷町坂上18-7 80人

南部児童クラブ 南部小学校 明知町上細口27 80人

天王児童クラブ 天王児童クラブ 三好町天王51-48 80人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 三好町半野木1-27 80人

三好丘児童クラブ 三好丘小学校 三好丘7-1 80人

緑丘児童クラブ 緑丘小学校 三好丘緑1-1-1 80人

黒笹児童クラブ 黒笹小学校 黒笹いずみ3-26-1 80人

児童クラブ名 場所 住所 電話番号
キッズクラブ・クックバラ ベル三好幼稚園 三好丘4-1-4 ☎36-8699
キッズクラブ・クックバラ
みよし キッズハウスみよし 三好丘1-11-5 ☎36-3131

エジソンハウス 桃山幼稚園 西陣取山26-1 ☎32-4443

申込 �12月13日（金）～令和2年1月10日（金）に、申込用紙（12月13日（金）以降に各児童クラブおよび子育て支援課で
配布）に必要事項を記入し、就労証明書を添えて各児童クラブ、または子育て支援課へ直接

※各児童クラブおよび子育て支援課で配布する「放課後児童クラブご案内」を必ず読んでください。
※夏休み期間は、夏季教室を別途開設する予定です。夏季教室の申し込みは令和2年5月中旬を予定しています。

利用受け付け令和2年度

公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ

放課後児童クラブ
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スポーツ
トヨタ自動車
サンホークスホームゲーム
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027　N34-6030
　みよし市をホームタウンとして活
動しているバレーボールチーム「トヨ
タ自動車サンホークス」のV.LEAGUE�
Division2公式戦が開催されます。
　お問い合わせは、トヨタ
自動車サンホークスホーム
ページからお願いします。
日時 �12月7日（土）15：00～（対ヴォレア
ス北海道）、8日（日）13：00～（対
つくばユナイテッドS

サ ン ガ イ ア
unGAIA）

場所 �総合体育館アリーナ
費用 �一般1,500円、高校生500円、中
学生以下無料（いずれも自由席、
当日券販売のみ）

持物 �上履き

幼児かけっこ教室体験会
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
　楽しく走るコツを学びませんか。皆
さんの参加をお待ちしています。
日時 �12月22日（日）10：00～11：00
場所 �さんさんの郷ふれあい広場
対象 �年少～年長園児
定員 �先着で10人
費用 �500円（当日集金）
申込 �12月19日（木）までの火・木曜日
9：00～15：00、水・金・土曜日9：

00～12：00に、氏名、園名、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、電話、または直接

硬式室内テニス大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
部門 �男子・女子ダブルス（1セットマッ
チ）

日時 �令和2年1月18日（土）9：00～
場所総合体育館アリーナ
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3,000円（本年度協会未登録者
は会費1人500円が別途必要）

申込 �12月25日（水）までに総合体育館
へ直接

採　用
訪問看護職員
長寿介護課訪問看護ステーション
みよし市民病院内
☎33-3500  N33-3501
職種 �看護師
勤務 �平日の8：30～17：15で、週35時
間以内で割り振る時間（任用時に
面談で決定）

賃金 �1,272～1,791円（経験年数により
単価差あり、通勤費は別途支給）

対象 �看護師の資格を有する人
人数 �1人　選考 �書類選考、面接
申込 �「みよし市非常勤職員登
録申込書（臨時）」（人事課
で配布、またはホーム

　　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。

初回放送 12月7日（土）午後7時00分～（ひまわり12）
再放送　 月曜日～金曜日 午前8時00分～ ほか

豊田市・みよし市・長久手市の元気でキラリと輝く会社を訪問！
今回は「高根福男 商店 みよしお墓店」をご紹介します。

地元企業応援番組「がんばるカンパニー」 徘徊高齢者等早期発見の
取組情報を発信します。

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

ひまわりくん

W180mm H48mm

ラジオ・ラブィートは、みよし市役所と
連携して徘徊高齢者等の早期発見の
取組に関する協定を締結。ラジオ
を通じて情報発信を行い早期発見
に努めます。

ページからダウンロード可）に必
要事項を記入して、長寿介護課訪
問看護ステーションへ直接

伝言板
露地野菜収穫体験会
内容 �キャベツ1玉、ブロッコリー1株、
ハクサイ1玉の収穫体験（持ち帰
り可）

日時 �12月21日（土）9：00～10：30
場所 �打越町地内（さんさんの郷の東側）
定員 �先着で80組　費用 �1組500円
申込 �12月17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

社会福祉事業協賛�ポップサーカ
ス豊田公演�みよし市民ご招待
日時 �令和2年1月1日（祝）～6日（月）
※上記対象期間に開催される公演に1
回のみ有効な入場券となります。
場所 �豊田スタジアム特設大テント（多
目的広場）

定員 �抽選で100組200人
申込 �12月13日（金）（消印有効）までに
往復はがきを「ポップサーカスみ
よし市民ご招待」係へ郵送（〒471-
0016�豊田市千

せんごく
石町7-2）

※応募は1人につき1通限り有効です。
※往復はがきの往信側裏面に住所、氏
名、年齢、連絡先、返信側表面に郵便
番号、住所、氏名を記入してください。
問合 �ポップサーカス豊田公演事務局へ
電話（☎0565-41-5505）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。

古民家deクリスマスコンサート

消費生活講演会「エシカルってなに？～笑って楽しく詐欺防止まで～」

豊明イルミネーション2019

第15回弁論大会（Speech Contest）

生涯学習課　☎0561-73-4190

※写真は過去の様子です。

地域協働課　☎0561-56-0727

豊明市観光協会　産業支援課内　☎0562-92-8332

長久手市国際交流協会　たつせがある課内　☎0561-56-0641

　にっしん市民吹奏楽団によるクリスマ
スコンサートを行います。当日は皆さん
が一度は耳にしたことのある曲をアンサ
ンブル形式でお届けします。いろいろな
楽器の音を楽しんでください。
日時 �12月14日（土）14：00～15：00

　名鉄前後駅前広場が約6万球のイルミ
ネーションで彩られます。昨年と少し
違ったデザインをお楽しみください。
日時 �12月25日（水）までの17：00～22：
00

場所 �名鉄前後駅前広場（豊明市前
ぜんご
後町善

ぜんえ
江

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）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

1634-2）
※開催期間、時間、内容は予告なく変更
される場合があります。

　エシカル消費という言葉を知っていま
すか。私たちはモノを買って生活してい
ます。それがどんな影響を与えているか
考えてみませんか。
日時 �12月14日（土）14：30～16：00　
場所 �イーストプラザいこまい館（東郷町

　日本人は外国語、外国人は日本語で、
それぞれが伝える想いを聞いてみません
か。ご来場の皆さんが選ぶ、みんなで選
んだ賞もあります。お気軽にお越しくだ
さい。
日時 �12月8日（日）13：00～（12：30開場）

場所 �長久手市文化の家風のホール（長久
手市野

の だ の う
田農201）

大字春
はるき
木字西

にしは ね あ な
羽根穴2225-4）

講師 �落語家の立
たてかわ
川平
ひらりん
林さん

対象 �どなたでも可　定員 �先着で300人
費用 �無料（要整理券・全席自由）
※整理券はいこまい館総合案内で配布し
ます（1人2枚まで）。


