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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
ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ 
参加登録者の募集
緑と花のセンター  
☎34-6111��N34-6161

　令和２年度の登録者を募集します。
なお、令和2年度は、イオン三好店駐
車場を主な会場とし、5月から12月
の間に8回程度の開催を予定していま
す。
対象 �軽トラックまたは軽ワゴン車で
農産物や加工品・雑貨等手作り品
を対面販売できる団体または個人

申込 �4月１日（水）～11月15日（日）8：30
～17：00（月曜日を除く）に印鑑を
持参して緑と花のセンターへ直接

※登録受け付けの可否は、届け出内容
を確認後に決定します。

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または
花苗を贈呈します。

特殊詐欺やフィッシングメールにご注意を！
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　今年に入っても、特殊詐欺が多発しています。被害に遭わ
ないために、常時留守番電話に設定しておく、「カードが悪
用されている」など怪しい電話が来たらうのみにせず、相手
の連絡先を調べてからかけ直す、などの対策をしましょう。

　また、金融機関やサービス業者を装い、カード番号や口座情報を入力さ
せようとする「フィッシングメール」が出回っています。カード番号やパス
ワードの入力を求められても、安易に入力してはいけません。身に覚えの
ないメールが来たときは、一呼吸おき、金融機関などに直接電話で問い合
わせるなど、慌てず判断をしましょう。

※土地・家屋それぞれの固定資産税課
税標準額の合計が免税点（土地30万
円、家屋20万円）未満の人は縦覧でき
ません。
費用 �無料
持物 �運転免許証など、縦覧者本人の
氏名、住所および生年月日が確認
できるものと、②は納税通知書ま
たは課税明細書、③は納税者から
の委任状

世界自閉症啓発デー・
発達障がい啓発週間
福祉課��☎32-8010��N34-3388

　4月2日は国連の定めた「世界自閉
症啓発デー」、4月2日から8日までは
「発達障がい啓発週間」です。自閉症を
はじめとした発達障がいについて理解
をすることは、誰もが暮らしやすい社
会の実現につながります。皆さんのご
理解とご支援をお願いします。

内容 �新築…ハナミズキ、子の出生…
ヤマボウシ

※樹木が不都合な人にはモッコウバラ
の苗を贈呈します。
日時 �3月14日(土)～31日(火)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）

令和2年度固定資産税に係る
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
税務課  ☎32-8019��N32-2585
　固定資産課税台帳に登録されている
自分の土地や家屋の価格を、他の土地
や家屋の価格と比較して、適正かどう
か確認できます。
内容 �土地…所在、地番、地目、地積、
価格、家屋…所在、地番、家屋番
号、種類、構造、床面積、価格、
建築年

※非課税の物件を除きます。
期間 4月1日(水)～4月30日(木)
場所市役所2階税務課
対象 �①固定資産税の納税者、②納税
者と同一世帯に属する親族や納税
管理人、③固定資産税の納税者の
縦覧に関する代理人
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�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

施設使用料と各種手数料
の改定
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021

　
　4月1日（水）から、公共施設の使用
料や各種手数料などの一部を改定しま
す。詳しくは、ホームページ、または
広報みよし1月号をご覧ください。

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

とよた合同企業説明会
豊田市雇用対策協会  
☎0565-34-1999
内容 �豊田市他の企業による合同説明会、
企業の人事担当者との面談

日時 �3月18日（水）10：00～15：30

場所 �松阪屋豊田店8階サンシャインホ
－ル（豊田市西

にしまち
町6-85-1）

対象 �令和3年3月に大学・短期大学・専
門学校を卒業予定で就職を希望す
る学生および卒業後3年以内の既
卒者、またはおおむね45歳未満
の求職者　　　　　　��

ご存知ですか？　検察審査会
岡崎検察審査会　☎0564-51-5793
　交通事故・詐欺・脅しなどの犯罪の被
害に遭い、警察や検察庁に訴えたが、
検察官が加害者を起訴してくれない。
このような不満をお持ちの人のため
に、検察審査会があります。お気軽に
ご相談ください。費用は無料で、秘密
は堅く守られます。

令和2年度県立刈谷東高等学校
通信制課程の生徒募集
愛知県立刈谷東高等学校
☎0566-21-3349
N0566-25-9089
区分 �①新入学、②転編入学、③特科
（聴講生）

対象 �①令和3年3月に中学校を卒業予
定および既卒者、または中学校卒
業と同等以上の学力があると認め
られる人、②高等学校で一部単位
を修得した人

日時 �①前期選抜…3月1日（日）、後期
選抜…3月29日（日）、②3月20日
（金）

※試験内容や出願期間など、詳しくは
ホームページをご覧ください。

裁判所の民事調停
豊田簡易裁判所  ☎0565-32-0329
　隣の騒音が気になる、敷金を返して
ほしい、自転車同士ぶつかってしまっ
たなど、トラブルを抱えてはいません
か。民事調停とは、裁判所が当事者の
間に入り話し合いを進め、問題の解決
を図る手続きです。申し立ては簡単で、
非公開、低額で受けることができます。
お困りの人は、ご利用ください。

生涯学習センタークラブの登録
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114

　令和2年度の登録団体を募集しま
す。登録団体は、生涯学習センター
（サンライブ内）の施設を先行予約でき
ます。
対象 �次の全てを満たす団体
①�教養の向上、健康の増進、文化振
興、ボランティアなど社会福祉の増
進などを目的に生涯学習活動を行っ
ている
②およそ10人以上で構成されている
③�メンバーのうち、8割以上が市内在
住・在勤である

申込 �4月12日（日）までに登録用紙（生
涯学習推進課で配布）に必要事項
を記入し、生涯学習推進課へ直接

※期限以降も随時受け付けます。

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

【譲ります】 
山鳥とたぬきのはく製、保育園のスモ
ック、スチームアイロン

【譲ってください】�
北中学校体操服一式、天王小学校体操
服（夏・冬）

【交渉の流れ】
　希望者は、3月10日（火）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

ホームページ

ホームページ

ホームページ

軽運動室軽運動室
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催し・講座
キャッシュレス使い方講座
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　

　キャッシュレス・ポイント還元事業
について「よく分からない」、「さらに
活用の幅を広げたい」、そんな皆さん
のための講座です。基本的な使い方の
説明や、実際のアプリ導入の伴走型支
援などを行います。
日時 �3月16日（月）15：00～16：00
場所 �市役所3階研修室4・5
定員 �先着で40人
申込 �3月13日（金）までに産業課へ電
話、または直接

生涯学習春夏講座
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　

　みよし悠学カレッジ講座では、さま
ざまな内容の講座を「春夏」「秋冬」「新
春」の年3回に分けて開催しています。
今回は、5月開講の「春夏講座」の受講
生を募集します。
対象 �どなたでも可（市内在住・在勤・在
学優先）

申込 �3月29日（日）まで（必着）
※詳しくは、3月1日（日）からサンラ
イブなどで閲覧できる「春夏講座案
内」、今号の折り込みをご覧ください。

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】

出演 �C
カ ン パ ネ ラ

ampanella（ソプラノ、サック
ス、バイオリン、コントラバス、
ユーフォニアム）、久

く の

野雅
ま さ よ

世さん
（ハーモニカソロ）、C

シ ェ ル

hér� f
フ ル ー ル

leur
（ソプラノソロ、ピアノソロ）

日時 �3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】

内容 �桂
かつら

鷹
た か じ

治さんによる古典落語
日時 �3月15日（日）14：00開演
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �1,000円

外国人のための日本語教室
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702

　一緒に日本語を勉強しませんか。
日時 �水曜教室…4月8日～9月23日の毎
週水曜日（4月29日、5月6日、7

月22日～8月26日を除く）10：00
～11：30、土曜教室…4月4日～9
月26日の毎週土曜日（5月2日、7
月25日～8月29日を除く）10：00
～11：30

場所 �市民活動センター1階多文化共生
センター

対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上
で日本語を勉強したい外国人

費用 �無料（テキスト代が別途必要）
申込 �不要。開催日に会場へ直接

パネル特別展
「西大平藩から賜った膳たち」
歴史民俗資料館��
☎34-5000��N34-5150
　市内在住の石

いしかわ

川智
さとし

さんから寄贈され
た、膳、椀一式、衣文かけを展示しま
す。近世のみよしと西大平藩の関係を
分かりやすく紹介します。観覧料は無
料です。ぜひご来館ください。
期間 �3月3日（火）～3月15日（日）（月曜
日休館）

場所 �サンライブ1階ギャラリー

英語多読
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828  N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp

【英文多読公開授業】
内容 �英文多読の授業を受講
期間 �4月～7月（受講日選択式）
場所 �豊田工業高等専門学校図書館（豊
田市栄

えいせい
生町2-1）

費用 �1回500円（テキストの購入が別
途必要）

申込 �3月23日（月）以降に申込書（豊田
工業高等専門学校で配布、または
ホームページからダウンロード
可）をメール、ファクス、または
直接

【100万語英語多読体験会】
内容 �英文多読の原理と多読図書の紹介
日時 �4月11日（土）10：00～11：30
場所 �豊田工業高等専門学校図書館
申込 �不要。会場へ直接

ホームページ

過去の講座（太神楽曲芸）過去の講座（太神楽曲芸）
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親子リトミック無料体験会
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
内容 �親子リトミック、手遊び、製作、
絵本の読み聞かせなど

日時 �①くまクラス…3月5日（木）、②
ひよこクラス・③うさぎクラス…
3月11日（水）・19日（木）

場所 �打越公民館ホール
対象 �①平成28年4月2日～平成30年4
月1日生まれの子、②平成31年1
月1日～令和元年10月1日生まれ
の子、③平成30年1月1日～平成
31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）

知の拠点あいち
サイエンスフェスタ2020
あいち産業科学技術総合センター
☎76-8302��N76-8304
{acist@pref.aichi.lg.jp
　楽しい講座を通して、科学への関心
を高めませんか。
内容 �①午前の部…金属を溶かして鋳

い も の

物
をつくろう、温度差を音や光に変
えよう、②午後の部…金属を溶か
して鋳物をつくろう、野菜や果物
で電気をつくろう

日時 �3月26日（木）①9：30～12：00、
②13：30～16：00

場所 �あいち産業科学技術総合センター
（豊田市八

や く さ

草町秋
あきあい

合1267-1）

対象 �小学生　
定員 �各講座先着16人程度　費用 �無料
申込 �3月2日（月）以降に参加申込書（ホ
ームページからダウンロード可）
をメール、またはファクス

岡崎の桜まつり
岡崎市観光推進課  
☎0564-23-6216��N0564-23-6731

　岡崎城の天守を中心に約800本の
桜が咲き競います。ライトアップされ
た夜桜は、東海随一の美しさを誇る屈
指のお花見スポットです。　
日時 �夜間照明…3月26日（木）～4月10
日（金）18：00～22：00

※開花状況により期間を変更します。
※岡崎城・三河武士のやかた家康館は、
夜桜照明期間中21：00まで開館（入館
は20：30まで）します。

愛知県美術館所蔵
木
き む ら

村定
て い ぞ う

三コレクションの文人
趣味と煎茶-こだわりの遊び-
愛知県陶磁美術館
☎84-7474  N84-4932
　こだわりのコレクションの中から文
人趣味と煎茶をテーマに、書画、文房
具、煎茶に関わる陶磁器や漆器、金属
器などの多種多様な作品を紹介します。
日時 �3月22日（日）までの9：30～16：30

場所 �愛知県陶磁美術館（瀬戸市南
みなみやまぐち

山口
町234）

緑化センターの催し
愛知県緑化センター
☎0565-76-2109  N0565-76-0140

【季節の花めぐり】
内容 �①ウメとミスミソウ、②黄金色に
咲く春の花たち

日時 �①3月7日（土）・②25日（水）10：00
～12：00

場所 �愛知県緑化センター（豊田市西
にしなかやま
中山

町猿
さるた
田21-1）

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接
【昭和の森を歩く会】

内容 �①春の芽吹き、②春との出会い
日時 �①3月14日（土）・②22日（日）9：30
～11：45

場所 �愛知県昭和の森付属棟（豊田市西
中山町長

ながね
根1）

費用 �無料　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小中学生のための能・狂言鑑賞
会、②豊田市ジュニアオーケスト
ラ第35回定期演奏会

日時 �①3月14日（土）13：00開演、②3
月22日（日）15：00開演

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・能楽堂へご
連絡ください。

   3 日
金3

   12020

　　有料広告

ホームページ
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健康・福祉
みよし市障がい者福祉センタ
ーの指定管理者の指定
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　令和元年第4回みよし市議会定例会
にて、令和2年度からのみよし市障が
い者福祉センターの指定管理者が社会
福祉法人みよし市社会福祉協議会に決
定しました。指定期間は、令和2年4
月1日から令和7年3月31日までです。

身体障がい者などに対する
自動車税種別割・軽自動車税種
別割の減免
税務課  ☎32-8003  N32-2585
豊田加茂県税事務所　
☎0565-32-7483��N0565-35-0921
　

　障がいのある人が所有する通学、通
勤、通院などに使用される自動車・軽
自動車などについて、自動車税種別
割・軽自動車税種別割の減免をします。
　なお、令和元年10月1日から自動
車の税が変わり、自動車税・軽自動車
税は、自動車税種別割・軽自動車税種
別割に名称が変更されました。
対象 �次のとおり
①�障がいのある人が所有し、自ら運転
する自動車
②�障がいのある人が所有し、生計を同
じくする人が運転する自動車

③�18歳未満の障がいのある人と生計
を同じくする人が所有し、その障が
いのある人のために使用する自動車
※減免の対象は、障がいの程度および
所有形態、使用方法によって異なりま
す。
※減免を受けられるのは、減免の対
象となる人1人につき、自動車税種別
割、または軽自動車税種別割のどちら
か1台のみです。

【自動車税種別割】
　豊田加茂県税事務所で受け付けしま
す。詳細は豊田加茂県税事務所にお問
い合わせください。

【軽自動車税種別割】
　全額を減免します。毎年、納期限の
7日前までに申請が必要です。
受付 �市役所2階税務課
持物 �申請書（税務課で配布）、印鑑、
障がい者手帳の写し、運転免許証
の写し、車検証の写し、マイナン
バーカードまたは番号通知カード
と身元確認書類

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 �3月13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

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

4月18日よい歯健康デー
絵手紙コンテスト作品募集
愛知県保険医協会
☎052-832-1349  N052-834-3584
　「歯とお口の健康の大切さ」をテーマ
にした絵手紙を募集します。
対象 �どなたでも可
方法 �3月31日（火）までに応募作品を、
住所、氏名、年齢、電話番号、職
業（学校名・学年）を明らかにし
て、愛知県保険医協会歯科担当
（〒466-8655� 名古屋市昭和区
妙見町19-2）へ郵送

※絵手紙は、はがき、または同サイズ
（100mm×148mm）の白色の用紙に
描いてください。画材は自由です。

第8回がんを考える市民公開講座
豊田厚生病院
☎0565-43-5000  N0565-43-5100
内容 �公開講座「がんと食事について」、
「胃がんについて～手術治療を中
心に～」

日時 �3月21日（土）13：30～15：30
場所 �豊田厚生病院2階講義室（豊田市
浄
じょうすい
水町伊

い ぼ ば ら
保原500-1）

講師 �豊田厚生病院栄養科の小
こばやし
林憲

け ん じ
司

さん、外科・上部消化器外科部長
の井

いのうえ

上昌
ま さ や

也さん
費用 �無料　 申込 �不要。会場へ直接

　　有料広告

 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
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。



21

認知症カフェ「オリーブ」
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N34-0786

　

　認知症の有無を問わず、誰もが楽し
い時間を過ごせる場所「オリーブ」で、
一緒に回想法風大正琴～春バージョン
～を楽しみませんか。
日時 �3月26日（木）13：00～15：00
場所 �翔寿会内談話室「キャロット」（福

谷町寺田5）
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

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2年度の新規受講生を募集しま
す。水に慣れることから、25ｍクロ
ールを目標に、楽しく水泳上達を目指
しませんか。

日時 �4月～9月の指定する土曜日①9：
00～9：45、②9：50～10：35

場所 �三好スイミングアカデミー（三好
町天王26-3）

対象 �小学生　定員 �先着で各若干名
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8日（日）9：00～受付開始。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（火）～7日（土）に空き状況を
電話で確認してください。
※卓球や陸上など他講座もあります。
詳しくはホームページをご覧ください。

　令和2年度の会員を募集します。「カヌーのまち、み
よし」で一緒にカヌーを楽しみませんか。
申込 �3月1日（日）以降に申請書（カヌー協会で配布）に必
要事項を記入し、会費を添えてカヌー協会へ直接

※活動費には、保険料が含まれます。

区分 活動日時 対象 会費など

三好カヌークラブ
（スプリント） 随時決定 市内中学校カヌー部出身の

高校生
年会費…2,000円
活動費…15,000円

みよしカヌーポロクラブ
4月12日～令和3年3月31日の
木曜日16：00～19：00、日曜
日13：30～16：30

高校生

みよしサーカスオンザウォ
ーター、みよしジュニアマ
ーメイド（カヌーポロ）

4月12日～9月19日の木曜日
16：00～19：00、日曜日13：
30～16：30

中学生
年会費…1,000円（カヌー部員
は不要）
活動費…7,500円

みよしジュニア
カヌークラブ

4月11日～9月19日の土・日曜
日13：00～16：00の う ち1時
間30分

小学4～6年生 年会費…500円
活動費…7,500円

団体登録チーム
（5人以上） 随時決定

小学校、中学校、高校、大
学、企業などのカヌー部、
またはカヌーチーム

年会費…小学生500円、中
学生1,000円、高校生2,000
円、大学生・一般3,000円

審判員 随時決定 18歳以上で公認審判員資
格がある人

審判員資格更新希望者…年会
費4,000円

協力員 随時決定 大会運営に協力する意思が
ある人 ー

カヌー協会会員募集
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699

ホームページ
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スポーツ
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幼児かけっこ教室体験会】

日時 �3月15日（日）11：10～12：10
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �年長～小学2年生
定員 �先着で10人　
費用 �500円（当日集金）

【②ママフィットネス体験会】

日時 �3月17日（火）10：30～11：30
場所 �明知上公民館ホール
対象 �出産後2カ月以降の人

※未就園児も一緒に参加できます。
定員 �先着で15組
費用 �1組500円（当日集金）
持物 �ヨガマット（厚手のバスタオル可）

【③ジャイロキネシス体験会】　

　椅子に座って行う背骨ストレッチと、
マットを使用したエクササイズを行い
ます。
日時 �㋐3月31日（火）10：15～11：00、
㋑4月14日（火）10：15～11：00

場所 �明越会館多目的室
対象 �どなたでも可　定員 �先着で各15人
費用 �500円（当日集金）
持物 �ヨガマット（厚手のバスタオル可）

【①・②・③申し込み】
期限 �①・②3月12日（木）まで、③㋐3
月27日（金）まで、③㋑4月10日
（金）まで

申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に、①氏名・
園名・学校名・学年・電話番号、②

氏名・生年月日・電話番号、③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

三好さんさんスポーツクラブ
会員募集
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621
　令和2年度の会員を募集します。講
座内容など、詳しくはホームページを
ご覧ください。
費用 �年会費（65歳以上2,000円、高校
生～64歳3,000円、中学生以下
1,000円、家族3,500円、中学生
以下きょうだい1組につき1,500
円）、スポーツ保険料（65歳以上
1,200円、高校生～64歳1,850
円、中学生以下800円）、各講座
の受講料（半期ごとの支払い可）

申込 ���新規入会…3月7日（土）10：00～
受付開始。以降は火・木曜日9：
00～15：00、水・金・土曜日9：
00～12：00に参加費を添えて、
三好さんさんスポーツクラブへ
直接

ホームページ

　前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 �4月3日(金)まで（必着）に次のいずれか
●�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、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、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三
好町池ノ原1）、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
●あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力

※応募者多数の場合、初参加者を優先して4月7日(火)に抽選を行い、後日結果を通知します。

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料

幼児の親子
体操教室

5月13日～7月15日の毎週水曜
日10：00～11：30（全10回）

親子で一緒にでき
る軽運動、親のス
トレッチ運動

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

35組 1組
3,100円

幼児体育
教室

5月13日～7月22日の毎週水曜
日（6月10日を除く）①15：00～
15：45、②16：00～16：45（全
10回）

ボール・とび箱・マ
ット・鉄棒・大縄跳
びで楽しく運動す
る

①�平成27年4月2日～平成28
年4月1日生まれの幼児
②�平成26年4月2日～平成27
年4月1日生まれの幼児

各65人 2,700円

スタンツ
教室

5月9日・16日、6月6日・20日、
7月18日、8月1日～29日の毎週
土曜日13：30～15：00（全10回）

とび箱・マットで楽
しく運動する 小学新1～3年生 40人 1,800円

ホームページ

令和2年度前期スポーツ教室　スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030
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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、仲良く楽しく
グラウンドゴルフを楽しみませんか。
希望者には、クラブやボールなどの用
具を貸し出します。
対象 �市内在住で小学4年生以上
費用 �年会費1,000円（初回入会時はバ
ッジ代500円が別途必要）

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
協会宛）、またはファクス

第11回市長杯バドミントン大会
バドミントン連盟  鈴

す ず き
木進

すすむ
さん

☎36-1650

日時 �4月19日（日）9：00～17：00
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 �4月3日（金）までに、申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入
し、総合体育館へファクス（N34-
6030）、または直接

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 �①市長杯硬式テニス大会…男子・

女子ダブルス（1セットマッチ）、
②テニス協会会長杯硬式テニス大
会…男子・女子団体戦ダブルス（3
試合）

日時 �①4月4日（土）9：00～（予備日11
日（土））、②5月16日（土）9：00～
（予備日23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 �①1組2,000円、②1組4,000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 �①3月8日（日）、②4月5日（日）ま
でに総合体育館へ直接

採　用
カヌー協会職員（臨時的非常勤）
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時間～30時間程度（夜間
勤務あり）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �施設管理、経理事務、一般事務、
事業運営

賃金 �時間給979円（休日夜間は加算、
年齢による減額あり、通勤費は別
途支給、年次有給休暇あり）

対象 ��パソコン操作（ワード・エクセル
など）ができる人

定員 �4人程度　選考 �3月19日（木）
申込 �3月3日（火）～14日（土）にカヌー
協会非常勤職員雇用願（総合体育
館で配布）に必要事項を記入し、
総合体育館へ直接

他 �勤務条件により社会保険、雇用保
険に加入

自衛隊
自衛隊  愛知地方協力本部  豊田所
☎0565-32-7384 
職種 �①一般幹部候補生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生

対象 �①22歳以上26歳未満（修士課程

修了者（見込みを含む）などは20
歳以上28歳未満）、②・③18歳以
上33歳未満

申込 �自衛隊愛知地方協力本部豊田所へ
電話

【公務員合同説明会（自衛隊・警察・消
防）】
日時 �3月7日（土）13：10～15：30
場所 �市役所3階研修室4・5　

愛知中部水道企業団
職員採用説明会
愛知中部水道企業団  総務課
☎38-0036
{soumu01@suidou-aichichubu.or.jp
　令和3年4月採用の愛知中部水道企
業団職員採用候補者試験の受験を考え
ている人を対象に、採用説明会を実施
します。申し込み方法や参加対象につ
いて、詳しくは本企業団ホームページ
をご覧ください。
内容 �企業団の概要や試験対策などの説
明、先輩職員との座談会、庁舎内
見学

日時 �3月19日（木）14：15～16：15
場所 �愛知中部水道企業団（東郷町大字
和
わごう
合字北

きたかがや
蚊谷212）

伝言板
少年少女発明クラブ会員募集
　さまざまな課題研究を通して、科
学技術に親しみながら自ら考える力を
養いませんか。
日時 �4月25日～令和3年3月20日の指
定する土曜日10：00～12：00（全
13回）

場所 �市民活動センター2階　
対象 �小・中学生　定員 �先着で30人　
費用 �会費3,000円
申込 �4月25日（土）に申込書（市民活動
センターで配布）を持参し、会費
を添えて会場へ直接

問合 �愛知みよし少年少女発明クラブ
丸
まるばやし
林秀

ひでゆき
幸さんへ電話（☎090-

1782-2900）

ホームページ
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伝言板
独立行政法人国立青少年教育
振興機構 音

お と ゆ う

遊合唱団
【第6回定期演奏会】

日時 �4月5日（日）14：00開演（13：30開場）
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �無料
申込 �新

しんたに
谷啓

け い こ
子さんへ電話（☎090-

2689-5737）、または入場券（サ
ンアートで配布）を持参し、会場
へ直接

【団員募集】
　音楽性豊かな美しい響きのある声が
出せるよう指導します。さまざまな年
代の仲間と一つの音楽を創り上げる感
動を体験しませんか。
日時 �土曜日17：30～19：00（月2～3回）
場所 �楽器晴海堂イデアーレ（三好町湯
ノ前10-3）

講師 �全国生涯学習音楽指導員協議会愛
知支部代表の新谷啓子さん、名古
屋二期会の森

もりもと
本ふみ子

こ
さん

対象 �小学生～大学生　定員 �30人
費用 �年会費5,000円、会費1回600円
申込 �新谷啓子さんへ電話（☎090-2689-
5737）

みよし少年少女合唱団　
第21回定期演奏会
　昭和の懐かしいメロディや、がんば
るあなたへの応援ソングを演奏します。
日時 �3月22日（日）13：30開演
場所 �サンアート小ホール　費用 �無料
申込 �整理券を持参し、会場へ直接

※整理券は、三
みや け
宅敬

けい こ
子さんへ電話（☎

090-6597-3366）、またはメール
（{yk_miyake_adventiste0425@ybb.
ne.jp）で取り置きができます。また、
サンアートでも配布しています（当日
券もあり）。

森のようちえん てんとうむし
親子組 一日体験会
　令和2年4月入会の仲間を募集しま
す。週に一度、外遊びが好きな仲間と
一緒に「あせらず、くらべず、のんび
り」子育てしませんか？
日時 �3月5日・12日の木曜日10：30～
12：30

場所 �保田ケ池公園アスレチック付近
対象 �未就学の子とその保護者
費用 �1組500円
申込  瀧

たきざわ
澤美

み な
奈さんへメール

������mushi344@gmail.com）

赤ちゃんと一緒に楽しむ産後
ヨガ体験会
　産後ママたちのための赤ちゃんと一
緒に楽しむエクササイズです。お歌遊
びやベビーヨガなど、赤ちゃんの楽し
みもいっぱいです。
日時 �3月6日・13日、4月3日・17日の
金曜日11：20～12：20

場所 �サンライブ
対象 �首が据わっている0歳児とその母親
費用 �1回1,000円（レンタルマット付）
申込  母親の氏名、子どもの氏名・生年
月日を明らかにして、ママヨガ倶
楽部の加

かと う
藤知

ち え
恵さんへメール（{

ｍ_556niko@yahoo.co.jp）

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 �3月7日、4月4日の土曜日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）

老人ホームの入居相談
　すぐに老人ホームを利用したい人、
将来利用したい人に、電話で老人ホー
ムの種類や内容を紹介・提案します。
日時 �平日12：00～14：30、土曜日14：
00～15：00

対象 �65歳以上の自立高齢者、要支援・
要介護認定者

費用 �無料
※場合により、たけうち接骨院（福田
町山畑39-8）で面談も可能です。電話
予約が必要です。
申込  竹

たけうち
内昭

あきとも
智さんへ電話（☎070-

1674-1250）

「いきたひ」上映会と監督講演
　ＮＨＫで紹介されたドキュメンタリー
映画。監督講演・臨終体験もあります。
日時 �4月11日（土）14：00～16：30
場所 �サンアート小ホール
費用 �前売り券2,500円、当日券3,000円
申込  原

は ら だ
田祐

ゆ う こ
子さんへ電話（☎090-

5113-3071）、またはメール
　　ikitahi411@gmail.com）

＊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 ３月２８日（土）午後４時００分～　再放送 ３月２９日（日）午後４時１５分～ ほか

三好ネコの会への取材を通して、望まれずに生まれるネコを
なくし生まれてきたネコがそれぞれの“にゃん生”を全うする
ために、私たちにできることを考えます。

特番“にゃん生”を見守って　－三好ネコの会－

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

W180mm H48mm

ひまわりくん

『GRAMPUS BEAT
サッカー実況中継番組せい

地元プロサッカークラブ「名古屋グランパス」
のJ1リーグホームゲームを実況中継！

　　有料広告

（{

（{tentou



日進市

豊明市

長久手市

東郷町
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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。

第33回日進市岩崎城春まつり

第28回合唱祭 in TOGO

豊明市 桜フォトコンテスト

令和2年長久手古戦場桜まつり

日進市商工会　☎0561-73-8000　

生涯学習課　☎0561-38-6411

豊明市観光協会  産業支援課内　☎0562-92-8332

生涯学習課　☎0561-56-0627

　岩崎城の殿様と姫君の登城パレードの
他、鳴子踊りやダンス、音楽演奏などの
ステージパフォーマンスや、日進市内の
商工業者によるブース出店など、見所盛
りだくさん。
　日進の春を告げる、にぎやかなお祭り

期間 �3月16日（月）～4月17日（金）
応募 �次のとおり
①�豊明市観光協会公式SNSアカウントを
フォロー（インスタグラム：welcome_
　toyoake、ツイッター：@welcome_
　toyoake（のぶながくん・よしもとくん）
②�豊明市内で撮影した桜の写真を専用

です。ぜひお越しください。
日時 �4月5日（日）9：30～15：00
場所 �岩崎城址公園（日進市岩

いわさき
崎町市

い ち ば
場

67）、岩崎東部多目的広場（日進市岩
崎町芝

しばうち
内1022）

※公共交通機関をご利用ください。

ハッシュタグ「#豊明市桜フォトコン
テスト」をつけて、撮影日・撮影場所を
記載し、ご自身のSNS（インスタグラ
ム、ツイッター）に投稿

他 �入賞特典…広報とよあけ、豊明市公
式SNS、豊明市観光協会ホームペー
ジ・SNSに掲載

　東郷町内のコーラス団体をはじめ、近
隣市のコーラス団体も出演する合唱祭で
す。女声合唱団、混声合唱団、少年少女
合唱団など全13団体が、日ごろの練習
の成果を発表します。美しく楽しい合唱
の世界がホールいっぱいに広がります。

　国指定史跡長久手古戦場は、羽柴（後
の豊臣）秀吉と徳川家康が激突した小牧･
長久手の戦いの主戦場跡地です。歴史に
思いをはせながら、公園の散策や、実行
委員会による催しをお楽しみください。
内容 �棒の手などのステージ発表、火縄銃

の実演、飲食・物販・体験ブース、弓
道大会など

日時 �4月5日（日）10：00～15：00
場所 �古戦場公園（長久手市武

むさしづか
蔵塚204）

※長久手市役所北側駐車場をご利用くだ
さい。シャトルバスを運行します。

日時 �3月15日（日）13：30開演（13：00開
場）

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）

費用 �無料

ホームページ


