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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
成年後見制度に関する相談
福祉課��☎32-8010  N34-3388

　みよし市成年後見支援センターが、
7月1日に開所します。成年後見制度
の説明や手続きの相談など、専門の相
談員が常駐して対応します。相談は無
料です。秘密は厳守されますので、お
気軽にご相談ください。
日時 �平日（年末年始を除く）8：30～17：
15

※予約（☎41-8063）が必要です。
場所 �福祉センター

夏の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702

　7月1日(水)から10日(金)まで、夏
の安全なまちづくり県民運動が展開さ
れます。豊田警察署管内では空き巣を
含む住宅対象侵入盗が発生していま
す。短い時間での外出・在宅中・就寝中
を問わず、確実に戸締まりをして、被
害防止に努めましょう。なお期間中、
「防犯あいち」の回覧を行う予定です。
【運動の重点】
●住宅を対象とした侵入盗の防止

●自動車盗の防止
●特殊詐欺の被害防止
●子どもと女性の犯罪被害防止

夏の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702

　7月11日(土)から20日(月)まで、夏
の交通安全県民運動が展開されます。
一人一人が交通安全意識を高め、交通
事故の防止を図りましょう。なお期間
中、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。

【運動の重点】
●�子どもをはじめとする歩行者の安全
の確保
●高齢運転者などの安全運転の励行
●飲酒運転などの危険運転防止

樹木せん定の受け付け開始
シルバー人材センター  
☎34-1988  N34-2831

　冬季樹木せん定作業の受け付けを開
始します。作業は、10月末から令和3
年3月31日までに行います。
申込 �8月3日(月)～令和3年2月26日(金)
の平日9：00～17：00にシルバー
人材センターへ電話

※来所による申し込みはできません。
※申し込み多数の場合は、作業が4月
以降になる場合があります。
※作業条件や日程の都合上、ご希望に
添えない場合がありますので、ご了承
ください。

※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。

「給付金」などに関連した
　　　不審なメール・電話にご注意！

住居への侵入窃盗にご注意！

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　「給付金の案内」「検査代の支給」などをかたる、不審な
メールや電話が多発しています。むやみにメールのURL
にアクセスしたり、電話に応答せずに、直接、関係機関の
窓口に問い合わせたり、ホームページで確認したりしま

みよし市安心安全キャラクター
みよ獅子ちゃん

しょう。また、キャッシュカードを自宅に取りに来る詐欺も、依然と
して多発しています。他人に「キャッシュカードを渡さない」、「暗証
番号を教えない」を徹底しましょう。

　自粛要請も徐々に緩和され、自宅を不在にする機会が増えると、侵
入窃盗の被害が増加するおそれがあります。「テレビや音楽をつけた
ままにしておく」、「部屋や玄関などの明かりをつける」など、在宅を
アピールして、侵入窃盗被害を予防しましょう。

交
安
通
全

福祉センター
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ページからダウンロード可）を添
えて福祉課へ郵送または直接

※応募作品は返却しません。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
ャリア、ストック

【譲ってください】
三好中学校のジャージ（下）

【交渉の流れ】
　希望者は7月6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
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

有害鳥獣の捕獲	
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　果樹や野菜などに被害を与える有害
鳥獣の捕獲を行います。捕獲は、散弾
銃、空気銃、網、カラス用の箱わなを
使用して行います。捕獲に伴う危険防
止対策は、万全を期して実施しますの
で、皆さんのご協力をお願いします。
日時 �7月初旬～10月中旬（9月を除く）
の週3回程度

場所 	鳥獣保護区を除く市内の果樹園と
野菜畑� � �

※農作物保護が目的であり、広く一般
の人からの要望に対応するものではあ
りません。

社会を明るくする運動
福祉課  
☎32-8010  N34-3388
　社会を明るくする運動は、犯罪の防
止と罪を犯した人たちの更生について
理解を深めるためのもので、毎年7月
を強調月間としています。みんなで力
を合わせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築きましょう。
　また、「社会を明るくする運動～犯
罪や非行を防止し、立ち直りを支え
る地域のチカラ～」PR書を募集してい
ます。入選作品はイオン三好店に掲示
し、記念品を贈呈します。また、応募
者全員に参加賞を贈呈します。ぜひご
応募ください。
対象 �市内在住の小学生
課題 �小学1年生…まち、小学2年生…
あいさつ、小学3年生…思いやり、
小学4年生…明るい社会、小学5
年生…少しの勇気、小学6年生…
地域の力

申込 	半紙に課題を毛筆で書き、7月31
日（金）までに、応募用紙（ホーム

ホームページ

　緑と花のセンターには、気軽に野菜づくりなどができる市
民農園があります。余暇の充実や健康づくりのため、自然と
触れ合い、農作物を作る喜びを体験しませんか。
期間 �利用開始月～令和3年3月31日　場所 �さんさんの郷
費用 �1区画25㎡（5ｍ×5ｍ）につき、市内在住・在勤の人は
8,000円（年額）、それ以外の人は10,000円（年額）

※開始月により月割り計算します。
申込 �印鑑と利用料金を持参して緑と花のセンターへ直接

ふれあい農園の利用希望者募集　緑と花のセンター  ☎34-6111  N34-6161

●�水やりのための水槽タンクを配置してい
ます。
●�農具を無料で貸し出ししています。
●	野菜くずの集積場を4カ所設けています。
●	�農園指導員によるアドバイスを受けるこ
とができます。
●	�センター休館日（月曜日）、休館時間も利
用できます。
●	�新規で農園を利用される前に一度、除草
および耕起します。
●	�駐車場3カ所、屋外トイレ2カ所、飲料の
自動販売機を利用できます。
●	�農園は見晴らしの良い場所にあり、遠方
に山々が望めます。

ふれあい農園 おすすめポイント！
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お知らせ
多重債務相談
納税課　☎32-8051  N76-5103 

　借金のことで困っている人の相談
に、弁護士が応じます。借入先が1カ
所でも申し込むことができます。詳し
くは納税課へお問い合わせください。

日時 �8月28日（金）9：00～16：00
場所 �市役所2階相談室5　費用 �無料
申込 �8月21日（金）までに納税課へ電話、
または直接

※予約が必要です。

家族みんなでクールシェア
環境課　☎32-8018  N76-5103 

　涼しい部屋を家族みんなで共有（シ
ェア）し、家庭内のエアコンの使用を
控えることで、CO₂の排出が抑えら

れます。暑い夏も、環境に配慮しなが
ら、家族みんなで乗り切りましょう。
期間 �7月1日（水）～9月30日（水）

サマージャンボ宝くじ発売
愛知県市町村振興協会
☎052-962-4171  
N052-962-4154 
　サマージャンボ宝くじと、サマージ
ャンボミニが、7月14日（火）から8月
14日（金）まで発売されます。この宝
くじの収益は、市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。
　今年のサマージャンボ宝くじは、1
等・前後賞合わせて7億円、サマージ
ャンボミニは、1等1,000万円。公式
サイトから購入もできます。

【令和2年度版産直マップ】
　令和2年度版みよし市産直マップを作成しまし
た。今月号の広報みよしに折り込み配布しています
ので、ぜひご活用ください。

【令和3年度版みよし市産直マップ掲載者募集】
　令和3年度に発行する産直マップに皆さんの直売所を掲載しませんか。詳しくは申込書をご確認ください。
対象 �市内にみよし市産の農畜産物を販売する有人の直売所がある生産者（期間限定の営業可）
申込 �9月30日（水）までに申込書（産業課で配布、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、産業
課へ郵送、ファクス、メール、または直接

【特産品シール】
　市の特産品である柿・ナシ・ブドウを市内外の人によ
り知ってもらうため、特産品シールを作成していま

令和2年度版産直マップ・特産品シール　産業課  ☎32-8015  N34-4189

す。7月1日からはブドウのシール、7月15日からは
ナシのシールを配布します。

ホームページ

※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。

公式サイト

▲特産品シール

▲産直マップ

内容 �ブドウ（巨峰、シャインマスカット、デラウェア、クイーンニーナ）のシール、ナシ（あきづき、幸水、愛甘水、豊水）の
シール

※各品種、シールの大きさは2種類（大…直径85mm、小…直径30mm）があります。
※柿のシールは9月上旬から配布予定です。
対象 �市内で該当品種の農産物を生産している人　費用 �無料　申込 �不要。産業課へ直接
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々51-23）
対象 �みよし市・日進市・東郷町在住
定員 �20人　費用 �900円
申込 �7月7日（火）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

第3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
てた朝市を開催します。新鮮な野菜や
果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
買い求めいただけます。
日時 		7月4日(土)9：00～11：30（雨天開
催）

場所 		おかよし交流センター駐車場

親子エコ・クッキング教室
環境課  ☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　東邦ガス株式会社と協働で、親子エ
コ・クッキング教室を開催します。環
境にやさしい買い物や調理、後片付け
の方法など、家庭でできるエコな食生
活について学んでみませんか。
内容 ��ジャージャー麺、トウモロコシと
シーチキンのごぼうサラダ、ミル
クゼリーキウイソースかけを作る

日時 ��8月21日（金）10：30～13：30
場所 ��サンライブ3階調理実習室
対象 �市内在住の小学生を含む親子（大
人1人に小学生2人まで可）

※未就学児の入場はできません。
定員 �抽選で12人
※結果は8月6日（木）までに通知します。
費用 ��1人500円（当日集金）
申込 �7月17日(金)までに参加者の氏名
（ふりがな）、子どもの学年、住所、
電話番号を明らかにして、環境課
へファクス、メール、または直接
（電話は不可）

第2回自然観察会
環境課  ☎32-8018　N76-5103

　夜行性昆虫の観察を中心に、自然の
中を一緒に回ります。植物や昆虫など
の生き物を観察しながら自然との触れ
合いを楽しんでみませんか。
日時 ��7月29日（水）19：00～
※雨天の場合は８月5日（水）に延期し
ます。なお、延期の場合は当日13：
00に決定し連絡します。
場所 ��三好公園（第6駐車場に集合）
対象 ��市内在住の小・中学生とその保護者
定員 �抽選で10組
申込 �7月22日(水)までに環境課へ電話
または直接

健康・福祉
認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎ 33-0791  N34-0786
　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �脳トレや健康体操などの介護予防
日時 �7月23日（木）13：30～15：00
場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

豊田都市計画愛知大学跡地
地区計画の変更原案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021��N34-4429
　豊田都市計画愛知大学跡地地区計画
の変更原案について次のとおり縦覧し
ます。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 �7月7日（火）～21日（火）
場所 �市役所4階都市計画課
提出 �期間中に、任意の様式で都市計画
課へ郵送、または直接

催し・講座
水生生物調査
環境課  ☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　水生生物調査は、河川に生息する「肉
眼で見られる大きさ」のさまざまな生物
（指標生物）を調べ、その結果から河川
の水質を知ろうとするものです。この
調査の参加者を募集します。
日時 ��①8月18日（火）、②8月19日（水）、
③8月20日（木）9：30～11：30

※雨天または気温が高く、開催が危険
であると判断した場合は中止します。
場所 ��①境川上流（莇生町地内　川原橋付
近）、②境川下流（西一色町地内　
通学橋付近）、③茶屋川（明知町丸
山地内）

対象 �市内在住の小学４～６年生（引率と
して大人１人以上の同伴者が必要）

申込 �7月17日(金)までに住所、氏名、
年齢（学年）、電話番号を明らかに
して、環境課へ電話、ファクス、
メール、または直接

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
　古い紙と着物を使って一閑張りのう
ちわを作る教室を開催します。
日時 		7月17日(金)13：30～15：30
場所 		エコサイクルプラザ（東郷町大字
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健康・福祉
国民年金保険料納付免除・納付
猶予の申請
保険年金課  
☎ 32-8016  N34-3388
豊田年金事務所　☎0565-33-1123
　国民年金保険料の納付が経済的に困
難な場合、保険料の納付が免除、また
は猶予される制度があります。
　制度の適用期間は、申請した月か
ら、2年1カ月前から翌年6月分（1月か
ら6月に申請する場合はその年の６月）
までです。なお、令和2年度分の申請
の受け付けは、7月1日からです。詳し
くは、ホームページをご覧ください。
申請 	年金手帳と印鑑（認め印）を持参
し、保険年金課へ直接

※失業を理由に申請する場合は、雇用
保険受給資格者証または雇用保険被保
険者離職票も持参してください。

後期高齢者医療被保険者証など
の更新
保険年金課  ☎ 32-8016  N34-3388
　現在お持ちの保険証の有効期限は、
7月31日（金）です。7月中旬に新しい
後期高齢者保険証（以下保険証）を郵送
しますので、8月1日からは、新しい
保険証をご利用ください。
　また、後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証（減額認定証）を
持っている人で、引き続き非課税世帯
の人については、7月下旬に新しい減
額認定証を郵送します。課税世帯とな

った人や世帯構成員に未申告の人がい
る場合は更新の対象外となります。
　なお、新たに非課税世帯となった人
で減額認定証の交付を希望する人は、
保険年金課で申請してください。

国民健康保険高齢受給者証の
更新
保険年金課  ☎ 32-8011  N34-3388
　現在お持ちの高齢受給者証の有効期
限は、7月31日（金）です。7月の中下
旬に新しい高齢受給者証を郵送します
ので、8月1日からは、新しい高齢受
給者証をご利用ください。
　なお、新しい高齢受給者証は、現在
のオレンジ色から白色に変わります。
古い高齢受給者証は、有効期限後に各
自で破棄してください。
対象 �70～74歳の国民健康保険加入者

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、過
去の楽しい経験話をすることで脳を活
性化し、認知症・認知症の進行を予防
しませんか。
日時 �8月21日、9月4日・18日、10月

　　�2日・16日・30日、11月13日・27
日、12月4日・18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 �7月22日（水）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

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

　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人はいませんか。介護の不安や困り
ごとを相談し、交流しませんか。
内容 �認知症介護者同士の交流、認知症
介護の情報交換

日時 �7月31日(金)13：30～15：30
場所 �市役所3階研修室5
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。当日、会場へ直接

※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。

 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

   7 水
月７

   12020
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ホームページ
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スポーツ
カヌー教室
カヌー協会  ☎32-8558��N32-8699

 

　カヌー協会では、初心者コースから
中級者コースまで、ご自身のレベルに
合わせて参加できる、カヌー教室を実
施しています。「カヌーのまち、みよ
し」を一緒に盛り上げましょう！
内容 �①カヌー体験（初級・中級）、②夏
休みカヌー体験（どなたでも）、③
親子でカヌー体験（初心者・初級）

日時 �①7月4日～25日の土曜日、②8
月13日（木）～15日（土）、または20
日（木）～22日（土）③8月8日（土）・9
日（日）

※①・③は1日から参加できます。②
は3日間で1教室です。
場所保田ヶ池カヌーポロ競技場
対象 �②小学4年生以上、③親子(子ど
も1人につき保護者1人)

定員①10人、②25人、③10組�
費用 ��①・③市内在住…1回1,000円、市
外在住…1回1,500円、②市内在
住…1,500円、市外在住…2,000
円

※費用には保険料を含みます。
申込 �各開催日の10日前までに、印鑑

を持参し、参加費を添えてカヌー
協会へ直接

ショートテニス教室
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �9月6日・27日、10月18日、11月
1日・15日、12月6日・20日、令和
3年1月17日・24日、2月7日・14
日の日曜日9：30～11：30

�場所 �中部小学校体育館　
対象 �小学生以上
費用 ��1回300円
※なかよしクラブ会員以外の人は、別
途年会費・スポーツ保険料が必要で
す。
※1回無料で体験ができます。
申込 �土・日曜日9：00～12：00、13：00
～17：00または平日（月曜日を除
く）13：00～17：00になかよしク
ラブへ電話、または直接

バドミントン教室
バドミントン連盟　近

こんどう
藤綾

あや
さん

☎34-8558 　
日時 �8月8日・15日・22日・29日、9月5
日・19日・26日の土曜日13：30～
16：00

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学の小学4年生
以上の人

定員 �先着で30人　費用 ��1回500円
申込 �申込用紙（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

採　用
三好特別支援学校臨時職員
三好特別支援学校  ☎34-4832
勤務 �7：35～9：05、14：35～16：05
の計3時間

期間 �令和2年11月末まで（予定）
内容 �スクールバス添乗員
賃金 �時間給930円
対象 �18歳以上（高校生不可）で、障が
いのある人に対して理解があり、
バス車内での指導が可能な人

人数 �6人　選考 �面接
申込 �随時、三好特別支援学校へ電話

消防職員
尾三消防組合事務局総務課
人事・庶務係  ☎38-7202
職種 �消防職（消防業務）
対象 �平成4年4月2日以降に生まれた人
で、大学または高等学校を卒業（令
和2年度卒業見込みを含む）した人

※他にも条件があります。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
人数 �6人程度　
試験 �第1次試験…9月19日（土）、第2次
試験…10月19日（月）および10月
22日（木）

選考 �面接試験、適性検査など
申込 �8月11日（火）～9月4日（金）の平日
に申込書（尾三消防組合事務局総務
課で配布、またはホームページか
らダウンロード可）を尾三消防組合
事務局総務課人事・庶務係（東郷町
大字諸

もろわ
輪字曙

あけぼの
18）へ本人が直接

ホームページ


