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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

※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。

お知らせ
年末の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　12月1日（火）から10日（木）まで、年
末の交通安全県民運動が展開されます。
一人ひとりの交通安全意識を高め、交
通事故の防止を図りましょう。

【運動重点】
●�夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲
酒運転などの危険運転の根絶
●�子どもを始めとする歩行者の安全と
自転車の安全利用の確保
●高齢運転者などの安全運転の励行

年末の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　12月1日（火）から20日（日）まで、
年末の安全なまちづくり県民運動が展
開されます。市内では車上ねらいや車
の部品ねらいが多発しています。車の
中に貴重品を置いた状態で離れないこ
とやナンバープレートに盗難防止ネジ
を取り付けるなど、被害防止に努めま
しょう。

【運動重点】
●�住宅を対象とした侵入盗の防止
●�特殊詐欺の被害防止
●�自動車盗の防止
●�子どもと女性の犯罪被害防止

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　期間中、無事故・無違反を達成する
と抽選で商品券がもらえます。
期間 �令和3年1月1日（祝）～4月10日
（土）までの100日間

対象 �みよし市・豊田市に在住・在勤・在

学で次のいずれかを満たす人
①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム（年齢の基準は令和3
年1月1日）、③一般の部…2～5人チ
ーム、④個人の部…1人参加（年齢は
問わない）
※各部門の代表者は自動車運転免許を
所持し日常車両を運転している必要が
あります。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �次のいずれかの方法
●愛知県交通安全協会
豊田支部ホームページの
応募フォームから
●12月28日（月）までに申込書に必要
事項を記入し、防災安全課または交
通安全協会豊田支部へ直接、または、
「無事故・無違反チャレンジ100日間」
実行委員会へ郵送（〒471-0877　豊
田市錦

にしき
町1-59-1）

※申込書は防災安全課、交通安全協会
豊田支部（豊田警察署内）、サンネット、
サンライブ、保健センター、総合体育

館、市民病院、子育て総合支援センタ
ー、緑と花のセンター、歴史民俗資料
館、各行政区事務所で配布を行います。
他 �①・②・③特賞10万円（3チーム）、
1等5万円（6チーム）、2等3万円（23
チーム）、④金賞3万円（1人）、銀
賞1万円（18人）

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・育児などで離職し、再就
職を考えている女性を対象に、仕事の
スキルや育児との両立、働く場所と時
間など、さまざまな不安や悩みを専門
のカウンセラーが相談に応じます。
日時 �1月19日（火）①9：30、②10：30、
③11：30（1回50分）

場所 �ジョブサポートみよし
定員 �先着で各回1人　費用 �無料
講師 �ママ・ジョブ・あいちの専門カウ
ンセラー

申込 �12月1日（火）～令和3年1月12日
（火）の平日にジョブサポートみ
よしへ電話、または直接

愛知県交通安全
協会豊田支部

運転するときは気持ちにゆとりを持って安全運転
に心掛けましょう。
　また高齢者、歩行者、自転車の横断中の死亡事
故が多く発生しています。日没時間が早くなり、
自動車や歩行者、自転車の発見がお互いに遅れた
りします。歩行者や自転車を利用するときは、自
動車から目立つように明るい服装と反射材を着用
しましょう。

　12月は年間で最も交通事故死者が多い月です。年末は外出す
る機会が増えることで交通量が増加し、業務中のドライバーによ
る死亡事故が年間で最多となっています。忙しい時期こそ、車を

12月は交通事故死者が多い月

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110
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狂犬病の予防注射
環境課　☎32-8018  N76-5103

　生後91日以上の犬の飼い主は、狂
犬病の予防注射を毎年4月1日から6
月30日までの間に1回受けさせなけ
ればなりません。
　新型コロナウイルス感染症の影響に
よるやむを得ない事情により、本年6
月までに予防注射を受けさせることが
できなかった犬について、12月31日
までに予防注射を受けさせたときは、
当該期間内に注射を受けさせたものと
見なされます。予防注射を未実施の飼
い主は、速やかに狂犬病の予防注射を
実施していただきますようお願いしま
す。
　飼い主の住所が変更した場合や犬
が死亡した場合など犬の登録に変更が
生じたときは、必ず環境課へ届け出を
してください。

空地の管理について
環境課　☎32-8018　N76-5103
　空地の雑草は歩行者の通行の妨げに
なるばかりでなく、病害虫などの発生
の原因となり清潔な生活環境を保つこ
とができなくなります。

　特にこれからは、空気が乾燥し火災
が発生しやすい季節となりますので、
定期的な雑草除去など所有地の管理を
お願いします。刈り取った枯草は、タ
バコの投げ捨てなどによる火災の原因
となりますので、「燃やすごみ」として
処理するか、東郷美化センターに自己
搬入してください。
　快適な生活環境の確保にご協力をお
願いします。

譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
学習机・椅子、滑り台、ひな人形・七段
飾り

【譲ってください】�
北中学校男子ジャージ上下・男子制服、
三好中学校男子制服、卓球台、ミニ耕
運機、保育園のスモック・体操着

【交渉の流れ】
　希望者は、12月3日（木）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

豊田都市計画用途地域の変更案
の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画用途地域の変更案を次

のとおり縦覧します。この案について
意見のある人は、意見書を提出するこ
とができます。
期間 �12月4日（金）～18日（金）
場所 �市役所4階都市計画課 
他 �変更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

尾三消防本部からのお知らせ
尾三消防本部指令課  ☎38-5119 
　NTT西日本が尾三消防本部管内の
電話交換機の工事を行います。その
ため、119番通報の受信が制限され、
繋がりにくくなる時間がありますので
ご了承ください。
日時 �12月18日（金）2：00～3：00

「#一番住みたい愛知SNSフォ
トコンテスト2020」作品募集
愛知県政策企画局
企画調整部地方創生課  
☎052-954-6093
　県では「愛知県の素敵なヒト・モノ・
コト・バショ」の写真を、専用ハッシュ
タグを付けてインスタグラムまたはツ
イッターで投稿する「#一番住みたい
愛知SNSフォトコンテスト2020」の
作品を募集しています。
　募集するのは「夏」「秋」「冬」の３部門で、
優秀作品の応募者には、V

バ ー ミ キ ュ ラ

ERMICULAR
のオーブンポットラウンドなど、愛知ゆ
かりの素敵な賞品を差し上げます。
　詳細は、告知サイトをご覧くださ
い。ご応募をお待ちしています。
期間 �令和3年1月31日（日）まで

　　有料広告

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。

ホームページ
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お知らせ
愛知県最低賃金の改定
豊田労働基準監督署
☎0565-35-2323  
N0565-35-2341
　愛知県最低賃金が、令和2年10月1
日から時間額927円に改定されまし
た（現行926円）。愛知県内の事業所で
働くすべての労働者（常用・臨時・派遣・
パートアルバイトなど）に適用されま
す。使用者は適用される最低賃金以上
の賃金を、労働者に支払わなければな
りません。賃金が時間給以外で定めら
れている場合（月給・日給等）、賃金を
1時間当たりの金額に換算して時間額
927円と比較します。

確定申告についてのお願い
豊田税務署  ☎0565-35-7777

　令和3年2月16日（火）から3月15日
（月）に開設する豊田市福祉センター確
定申告会場（豊田市錦

にしき
町1-1-1）は混雑

が予想されます。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点からも、
より安心・安全な自宅からのe

イータックス
-Taxま

たは豊田税務署（〒471-8521豊田市
常
とき わ
盤町1-105-3）へ郵送による提出を

ご検討ください。
【申告はお早めに】
　還付申告（納め過ぎた税金を戻して
もらう手続き）は1月4日（月）から税務
署で受け付けが可能です。なお相談の
予約については豊田税務署へ電話でお
問い合わせください。

【パソコン・スマホで確定申告】
　国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」で確定申告書
を作成・送信することができ
ます。

みよし市役所確定申告会場の
受け付け方法について
税務課 ☎32-8003 N32-2585
　令和3年2月16日（火）から3月15日
（月）に開設するみよし市役所確定申告
会場については、電話による事前予約
が必要です。詳しくは１月号の広報で
お知らせします。

催し・講座
健康麻雀教室
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始めませんか。

日時 �12月3日・10日・17日、令和3年
1月14日・21日・28日、2月4日・
18日・25日、3月4日・11日・18
日・25日の木曜日9：30～11：30

場所 �明越会館　定員 �先着で各回8人
費用 �1回500円（当日集金）
申込 �前日までの火・木曜日9：00～15：
00、水・金・土曜日9：00～12：00
に氏名、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

創業支援セミナー
豊明市産業支援課
☎0562-92-8332��
N0562-92-1141
{sangyo@city.toyoake.lg.jp
　創業に必要なノウハウや知識を学
び、創業への一歩を踏み出してみませ
んか。
内容 �創業の基礎知識や資金調達、ビジ
ネスプランの立て方を学ぶ

日時 �令和3年1月16日（土）13：00～
16：30

場所 �豊明市役所分庁舎会議室1（豊明
市商工会館2階）（豊明市三

み さ き

崎町
中
なかのつぼ

ノ坪5-1）
対象 �創業を予定している人、創業・経
営に興味がある人、創業して間も
ない人

定員 �先着で30人　費用 �無料
申込 �12月1日（火）～令和3年1月8日
（金）に、住所、氏名、年齢、電話
番号、個別相談の希望の有無を明
らかにし、電話、ファクス、また
はメール

※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。

   12  火
日12

   12020

　　有料広告

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

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)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

ホームページ

ホームページ
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第8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

　地元生産者などが新鮮でお値打ちな
野菜や果物・加工品・雑貨などを対面販
売します。ぜひお買い求めください。
日時 �12月12日（土）9：00～11：30
場所 �イオン三好店駐車場

若者向け就職支援セミナー
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　就活に役立つ自己分析と強みを生か
した仕事の選び方、就職後の人間関係
が上手くいく対応力とメンタル作りに
ついて学びませんか。
日時�1月13日（水）13：30～15：00
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廣
ひ ろ た

田
智
と も こ

子さん
対象 �40歳未満で就職活動中の人、ま
たはその家族

定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �12月1日(火)～令和３年1月7日
（木）の平日にジョブサポートみよ
しへ電話、または直接

冬の特別展「にょろにょろな私
たち～思わず叫ぶ奇妙なうご
き！」
碧南海浜水族館  ☎0566-48-3761
　ウナギやチンアナゴなど、なが～い
生きものを紹介します。にょろにょろし
た動きに注目です。
期間�12月12日（土）～令和3年1月31日
（日）

場所 �碧南海浜水族館（碧南市浜
はままち

町2-3）
費用 �入館料が必要

健康・福祉
障がい者職業訓練生の募集
ハローワーク豊田　☎0565-31-1400
　愛知障害者職業能力開発校では、令
和3年4月入校の訓練生を募集してい

ます。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、
③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

※①～③は障がいの種類に関わらず障
がいの診断を受けている人が対象です。
選考 �①・②・③・⑤令和3年3月12日
（金）、④令和3年3月7日（日）

申込 �令和3年1月4日（月）～2月26日
（金）にハローワーク豊田へ直接

精神保健福祉家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �家族同士の交流を通じて病気の理
解を深め、家族の対応方法を学ぶ

日時 �12月24日(木)14：00～16：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

おおてまち
手町

1-12）
対象 �統合失調症などの患者の家族
定員 �先着で15人　費用 �無料
申込 �前日までに衣浦東部保健所健康支
援課こころの健康推進グループへ

　　電話

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

12月17日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔寿会
ケアハウス寿睦苑（福
谷町寺田4）

無料
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

warau�cafe 参加者同士の談話、音楽演
奏、若年の認知症カフェ

12月8日（火）・18
日（金）・28日（月）
13：00～15：30

三好丘旭1-4-8 200円
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

あんみつカフェ
参加者同士の談話、さまざ
まな催し物（脳トレ、ちぎり
絵、調理など）

開催未定 みよしの家（西一色町
猿投松） 500円

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

にこにこサロン
参加者同士の談話、薬剤師
や社会福祉士などによる相
談

12月10日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室兼
音楽室1・2 無料

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、保健師や
社会福祉士などによる相談

12月22日（火）
10：00～11：00

サンライブ和風講座
室 無料

みなよし地区地域
包括支援センター
☎33-3502

認知症カフェ

■12月の開催予定 ※内容は変更となる可能性があります。

認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。
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認知症介護家族交流会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、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。お気軽にご
参加ください。
内容 �知らなきゃ損！　認知症に関わる
制度を活用したさまざまな節約術

日時 �12月25日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
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

子育て
育児講座「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

　コミュニケーションを深めながら、
親子で身体を動かして一緒に楽しみま
しょう。
日時 �12月15日（火）10：00～11：00
場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �安定した歩行ができる未就園児と
その保護者

定員 �抽選で20組　費用 �1人15円　
持物 �上靴

申込 �12月1日（火）～8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

スポーツ
バレトンdeダイエット講座
追加募集
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

日時 �12月9日・16日、令和３年1月13
日・27日、2月10日・24日、3月
10日・24日の水曜日10：00～
11：00

場所 �明越会館　定員 �先着で各回5人　
費用 1回700円、またはチケット5回
分3,000円（当日集金）

※1人1回無料で体験できます。
持物 �ヨガマット
申込 �前日までの火・木曜日9：00～15：
00、水・金・土曜日9：00～12：00
に氏名、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

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3年1月30日（土）9：00～12：
00（受け付けは8：30～）

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8日（金）までに申込用紙（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

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 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①令和3年1月17日（日）、②1月
24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25日（金）までに総合体育館
へファクス（N34-6030）または
直接

伝言板
露地野菜収穫体験会
　採りたて野菜のおいしさを実感して
みてください。
内容 �キャベツ1玉、大根2本、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19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

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 �12月6日（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）

※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。

ホームページ
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　　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3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3年4月1日（木）～令和4年3月31日（木）
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3年5月3日（祝）～5日（祝）、
8月13日（金）～15日（日）、12月29日（水）～
令和4年1月4日（火）

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 �申込用紙（12月11日（金）以降に各児童クラブ、子育て支援課で配布）に必要事項を記入し、就労証明書などを添
えて12月25日（金）までに子育て支援課へ郵送（必着）、または令和3年1月8日（金）までに各児童クラブもしくは
子育て支援課へ直接

※不備がないと確認された時点で正式な受け付けとなります。不備が認められ、令和3年1月8日（金）までに不備が解
消されない場合は受付期間後の申し込みと見なし、一次審査の対象外となります。
※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3年5月中旬を予定しています。

公立放課後児童クラブ公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ民間放課後児童クラブ

利用受け付け令和3年度放課後児童クラブ


