※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。
■市が主催する催しなどへの参加にあたって、

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information

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。

ページに掲載し、記念品を贈呈

お知らせ

申込 登録用紙
（生涯学習推進課で配布、

※詳しくは応募要領をご覧ください。

緑のカーテンコンテスト

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、生

生涯学習活動団体の登録

環境課

☎32-8018 N76-5103

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）

学習推進課へ直接

生涯学習推進課 サンライブ内
ホームページ

☎34-3111 N34-3114

{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ホームページ

市内で趣味の講座や教養講座などで
活動中の、生涯学習活動団体の登録を
募集しています。

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379
学校生活、いじめ、不登校、身体、
家族や友人関係などで、身近な人にも

登録した団体には生涯学習活動情報

打ち明けられず、悩んでいる人のため

誌での紹介と、令和3年2月下旬に開

に、電話による相談を受け付けていま

催予定の生涯学習発表会で、活動の成

す。

果を発表する機会を提供します。
「緑のカーテン」
の普及を図るための

こころの電話みよし

名前を言わなくても相談できますの

対象 次の全てを満たす団体

で、一人で悩まずにお気軽にお電話く

①市内の公民館や集会所などで活動し

ださい。
日時 毎週土曜日12：00～16：00
（祝日、

ている

コンテストを開催します。苗の無料配
布を受けていない人も参加できますの

②おおむね10人以上で構成

で、多くの皆さんのご参加をお待ちし

③メンバーのうち、8割以上が市内在

年末年始を除く）


住・在勤・在学

ています。
対象 市内在住で、自宅につる性植物の

対象 小学生～19歳の人とその家族
費用 無料

電話 ☎34-5874
（相談専用）

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

「緑のカーテン」
を設置している人

交通安全のポイント

申込 10月2日
（金）までに応募用紙
（環

6月は、自転車の死亡事故および飲酒運転による重大事

境課およびサンネットで配布、ま

故が最も多い月です。

たはホームページからダウンロー

梅雨の時季は、少ない晴れの日に自転車で外出する人が

ド可）に必要事項を記入し、緑の

集中するため、自転車が関係する交通事故の増加が懸念されます。

カーテンの設置状況が分かる写真

自転車に乗る人はヘルメットを着用して自らの身を守るようにしましょ

を添付し環境課へ郵送、メール、

う。また、ドライバーは見通しの悪い交差点やスーパー、病院などの高齢

または直接

者が行き交う施設周辺での運転に、一層注意してください。

他 優秀作品は広報紙および市ホーム

有料広告
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★祝日の午前診療あり ★メグリア三好店より西へ500m
受付時間

月

火

水

木

金

土

祝

AM8:35～12:00

○

○

○

○

○

○

○

PM3:35～７:15

○

○

○

／

○

／

／

★ネット予約できます

三好ヶ丘整形外科

検索

📞📞0561-33-0111／📞📞0561-41-8033
(お問い合わせ・ご予約)
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(リハビリ直通)

土

成人式実行委員の募集

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379

は、5月31日 か ら６月６日 を 禁 煙 週

早めに行いましょう
②無理のない作業計画を作りましょう

間と定めています。今年度のテーマは

③農作業や機械作業に適した服装を心

「2020年、受動喫煙のない社会を目
指して～たばこの煙から子ども達をま

掛けましょう
④農地への出入りやあぜ越えは、適切
な速度で慎重に行いましょう
⑤機械類の点検・調整をするときは必
ずエンジンを停止しましょう

令和3年1月10日(日)に開催する成

もろう～」です。受動喫煙の危険性や
ニコチンの依存症を踏まえると、喫煙
習慣は個人の嗜好にとどまらない健康
問題です。
この機会にたばこを吸わないことを

教科書展示会

習慣として、また受動喫煙防止を社会

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

人式の実行委員を募集します。

に広めましょう。

新規就農相談会

対象 平 成12年4月2日～平 成13年4月

豊田加茂農林水産事務所

1日に生まれた市内在住の新成人
で実行委員会（4～5回程）と成人

農業改良普及課

式に出席できる人

☎0565-32-7509 N0565-35-0416

{toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp

人数 16人
申込 6月15日
（月）までに教育行政課へ

電話、または直接

農作業事故にご注意を
産業課

☎32-8015

N34-4189

教科書に対する理解や関心を深めて

内容 就農準備および農地制度などの説

いただく展示会です。展示会場には投

明、先輩就農者の事例発表、個別

書箱を用意しますので、教科書に対す

相談

るご意見やご要望をお寄せください。

日時 6月20日(土)13：00～16：00

日時 6月5日(金)～7月1日
（水）

場所 豊 田加茂総合庁舎別館2階第1会

※月曜日と6月25日
（木）
は休館日です。
場所 中 央図書館
（サンライブ内）
1階テ

ィーンズコーナー前
※上記会場を含め、県内29カ所の会

定員 先着で20人

場で開催。 詳しくは愛知県

申込 6月17日(水)まで
（必着）に郵便番

教育委員会義務教育課のホ

穫期とともに、1年のうちで最も農作

ームページをご覧ください。

業機械による事故は、重大な事故につ
ながる場合が多いので、安全な農作業
に努めましょう。
【農作業を安全に行うために】
①農業機械の点検•整備は、計画的に

対象 みよし市または豊田市で新たに農

業に取り組む意欲のある人

農繁期を迎えるこの時期は、秋の収
業の事故が発生しやすい時期です。農

もとしろ

議室(豊田市元城町4-45)

号、住所、氏名、メール、ファク
愛知県教育委員会
義務教育課

世界禁煙デー・禁煙週間
健康推進課

保健センター内

☎34-5311 N34-5969
5月31日は世界保健機関（WHO）が
定める世界禁煙デーです。 わが国で

ス、電話番号、就農・農地相談希
望の有無、
「新規就農相談会に参
加希望」であることを明らかにし
て、豊田加茂農林水産事務所農業
改良普及課へ郵送(〒471-8566
豊田市元城町4-45)、ファクス、
またはメ－ル

有料広告
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※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。
ります。有料化の対象となるのは、購

お知らせ

入した商品を持ち運ぶために用いる、
持ち手のついたプラスチック製買物袋

新型コロナウイルス感染症に関
連した法務大臣メッセージ

ーズ、三好中学校ジャージ下
【交渉の流れ】
希望者は6月8日（月）8：30以降に環
境課へ電話連絡後、登録者と直接交渉

です。
プラスチックは非常に便利な素材で

し、結果を環境課へ連絡
【リサイクル用品の登録】

名古屋法務局人権擁護部

あらゆる分野で私たちの生活に貢献し

☎052-952-8111
（代表）

ています。一方で、廃棄物や、海洋プ

期間 3カ月間

ラスチックごみなどの課題もありま

要件 無料で譲渡でき、住所や電話番号

新型コロナウイルス感染

法務大臣
メッセージ

症に関連して、感染者・濃厚接触者、

などを希望者に教えられる人

す。

医療従事者などに対する誤解や偏見に

この機会にライフスタイルを見直

申込 品名とその詳細情報
（品質状態、

基づく差別は決してあってはなりませ

し、エコバッグを持ち歩くなど、でき

購入年月日など）
を明らかにして、

ん。

るところからプラスチックの過剰な使

環境課へ電話、または直接

法 務 大 臣 メッセージ は、YouTube

用を抑制する工夫をしてみましょう。

法 務 省 チャン ネ ル
（https://youtu.be/

【プラスチック製買物袋の有料化に関

RYS00qCxo-0）
をご覧ください。

する相談窓口】

なお、新型コロナウイルス感染症に

消費者向け ☎0570-080180

関連する不当な差別、偏見、いじめな

事業者向け ☎0570-000930

ふれあいバード
社会福祉協議会
☎34-1588

どの被害に遭った人からの相談を名古
屋法務局人権擁護部で受け付けていま
す。

「譲ります」
「譲ってください」
環境課

環境課

☎32-8018

☎32-8018

N76-5103

N76-5103

7月1日から、全国でプラスチック

障がいのある人の芸術・文化を通じ
た自立と社会参加を促進するため、作
日時 7月1日
（水）～31日（金）

ャリア、ストック

場所 イオン三好店
（三好町青木91）
2階

パブリックスペース

保育園のスモック・体操着・バレエシュ

費用 無料

ヘルスパートナー養成教室

健康推進課

保健センター内

☎34-5311

日
N34-5969

みよし市の健康づくりのためにボランティアとして活動しませ
んか。第10期生の募集を開始します。
場所 保健センター
対象 市内在住で健康づくりに関心があり、養成教室後はボラン

ティアとして活動できる人
定員 20 人
申込 6月17日
（水）
までに保健センターへ電話、または直接

ヘルスパートナーって？
市の健康行動計画
「健康みよし21」
を推進するため、生涯を通じた健康づ
くりを目標にさまざまな活動を行うボ
ランティア団体です。運動教室など身
体の健康づくりや、子育てママのリフ
レッシュ教室などこころの健康づくり
を行います。
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N34-5860

スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
【譲ってください】

製買物袋、いわゆるレジ袋が有料にな

福祉センター内

品展示会を行います。

【譲ります】

レジ袋有料化について

健康・福祉

7月1日（水）
10：00～11：30

11月4日（水）
10：00～11：30

8月25日（火）
10：00～11：30

11月26日（木）
10：00～12：00

9月11日（金）
10：00～12：00

1月8日（金）
9：00～17：00

10月2日（金）
10：00～12：00

2月下旬、3月上旬
日時未定

きただ

【ヘルスパートナー北田会長のお話】
棒体操やウォーキングなど、各
自の体力に合わせて続けられる運
動のお手伝いをしています。
私たちと一緒に活動して、健康
づくりの楽しさをたくさんの人に
伝えていきましょう！

時

おおしみず

はらやま

☎0565-44-1151
大清水町原山66）

子育て

～16：00

日時 7月8日(水)・10月21日(水)

【病気で療養しているお子さん】

特別支援学校への体験入学

じほんまち

寺本町1-4）

もり

○愛知県立大府特別支援学校
（大府市森

県教育委員会では、来年度に小・中・
高等学校へ入学する予定で、障がいの
あると思われるお子さんとその保護者
を対象に体験入学を行います。体験入
学日以外にも随時相談を行っています。

申込 ６月26日
（金）までに学校教育課

おか

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

めいだい

場所 西 三河総合庁舎7階
（岡崎市明 大

岡町7-427）
☎0562-48-5311

へ電話

日時 10月21日(水)

採

申込 事前に各学校へ電話

早期教育相談

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

用

市民病院職員
市民病院

【知的な発達に遅れのあるお子さん】

県教育委員会では、乳幼児
（0歳以

○愛知県立三好特別支援学校
（みよし

上）
から、令和3年度に小学校に入学す

市打越町山ノ神1-2）☎34-4832

るお子さん
（6歳まで）とその保護者を

職種 臨床検査技師

対象とした早期教育相談を実施しま

対象 臨床検査技師の資格を有する人

す。子育てで気になることのある人や

人数 若干名

○愛知県立岡崎特別支援学校
（岡崎市本

お子さんに障がいがあると思われる人

選考 書類審査、面接試験

宿町字古新田78）
☎0564-48-2601

など、お気軽にご相談ください。相談

申込 提出書類
（募集案内を参照）
をそろ

日時 7月21日(火)・22日(水)

【手足の不自由なお子さん】
じゅく

もと

ふるしんでん

日時 9月16日(木)

は予約制で、無料で行います。

○豊田市立豊田特別支援学校（豊田市

日時 7月29日(水)、8月4日
（火）9：30

石川家住宅
7月のイベント
開催日

問合 石川家住宅

機織り

絵手紙をはじめよう
5日
（日） 琴を奏でてみよう
11日
（土） 魚の飾りを作ろう
布草履を作ろう
25日
（土） しのぶえ
篠笛教室
苔玉を作ろう

【令和2年度会計年度任用職員採用】

えて、市民病院管理課へ直接
他 院内保育所完備

申込 開館日時に、石川家住宅へ電話、または直接

カエルの飾りものを作ろう

ぬのぞうり

ホームページ

開館 水・木・土・日曜日9：00～16：30

イベント名

4日
（土） 伝承木綿講座

☎33-3300 N33-3308

時

間

10：00～11：30

☎・N 32-3711

ホームページ

内容・定員など
竹の節を利用し、飾り物を作る。先着で５人（小学
３年生以上）

13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人
13：30～15：30
9：30～10：30

季節の絵を描く。先着で10人。ポケットティッシ
ュ・新聞紙を持参
座敷で琴の演奏体験。見学可

10：00～11：30 布を使い魚の飾りを作る。先着で５人
9：30～11：30

布を裂いて縄を作り、草履を作る。先着で3人。
和はさみ・綿の布を持参

10：00～11：00

日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で10人（小
学3年生以上）

13：30～15：30 好きな木を植えてミニ盆栽を作る。先着で5人

有料広告
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