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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
第60回青少年によい本を
すすめる県民運動　
読書感想文募集
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
　10月は「育てよう�豊かな心�読書か
ら」をスローガンに青少年によい本を
すすめる県民運動の強調月間です。県
では読書感想文を募集しています。指
定図書や応募方法などの詳細は、ホー
ムページをご覧ください。
申込 �11月5日（金）までに、はがきに必
要事項を記入し、愛知県青少年育
成県民会議事務局「読書感想文・
感想画」係（〒460-8501　愛知
県庁内）へ郵送（必着）

行政相談週間
市民課　☎32-8012　N32-8048

　総務省では、国や特殊法人などが行
う仕事について、国民の皆さんから苦
情や意見・要望をお受けする「行政相
談」を行っています。行政相談制度を
皆さんに知っていただくため、10月
18日（月）から24日（日）まで「行政相
談週間」が全国一斉に実施されます。
市でも行政相談委員による特設行政相
談所を開設しますので、お気軽にご相
談ください。
内容 �年金、医療保険、税金、登記、環
境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなど

日時 �10月20日（水）13：30～16：30

場所 �市役所2階202会議室　費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

特設税務相談の開設 
市民課　☎32-8012　N32-8048
　一般社団法人FPみよしネットワー
ク協会会員の税理士と行政書士に、お
気軽にご相談ください。
内容 �相続、贈与、不動産の譲渡などの
税に関しての悩みや困りごとなど

日時 �11月5日（金）13：30～16：30
場所 �市役所2階202会議室　
対象 �市内在住・在勤
定員 �先着で6人　費用 �無料
申込 �10月18日(月)～11月1日(月)に
市民課へ電話、または直接

相続登記促進強化週間
名古屋法務局民事行政調査官室
☎052-952-8170
　11月8日（月）から12日（金）は相続
登記促進強化週間です。名古屋法務局
では、電話による相続登記・境界問題・
遺言書の手続案内を、受付時間を延長
して実施します。法務局職員、司法書
士、土地家屋調査士、公証人が対応し
ます。ぜひご利用ください。
日時 �11月8日（月）～12日（金）9：00～
12：00、13：00～19：00

※遺言書の手続案内は、9日（火）のみ実
施します。
費用 �無料

申込 �10月1日（金）～11月2日（火）に名
古屋法務局民事行政調査官室へ電
話

行政手続無料相談
愛知県行政書士会豊田支部  
☎0565-65-1234　
N0565-65-2466
　10月は行政書士制度広報月間です。
行政書士は、官公署に提出する書類、
権利義務・事実証明に関する書類の作
成や官公署に提出する手続きの代理な
どを行っています。相続・遺言、外国
人手続き、建設業許可、農地転用など
お気軽にご相談ください。
日時 �10月19日(火)9：00～12：00
場所 �市役所2階202会議室　費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

秋の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702
　10月11日(月)から20日(水)まで、
秋の安全なまちづくり県民運動が展開
されます。市内ではオートバイ盗が増
加しています。オートバイを駐輪する
際はツーロックを徹底するなど、盗難
防止に努めましょう。

【運動の重点】
●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
●暴力追放運動の推進

※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。

夕方の「5～7」は魔の時間
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　10月の日没時間は、月初めが17：30頃、月末が17：00頃と
なり、日に日に早まります。この時間帯は帰宅ラッシュなどで

交通量がピークを迎えることもあり、交通事故の危険性が高まります。ド
ライバーは16：30を目安にライトの点灯をしましょう。歩行者や自転車
の人は明るい服装に心掛け、反射材を活用しましょう。

ホームページ
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サンアートリニューアル記念
公募第26回みよし美術展
作品募集
文化協会　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　12月7日（火）から12日（日）まで開
催されるみよし美術展に展示する作品
を募集します。皆さんの応募をお待ち
しています。
部門 �洋画、日本画（水墨画を含む）、彫
刻、写真、陶芸（1部門1点以内、
自作未発表作品に限る）

※応募対象は15歳以上（中学生を除く）
です。
場所 �サンアートレセプションホール、
研修室

費用 �無料
申込 �10月15日(金)～31日(日)（18
日・25日の月曜日を除く）に出品
申込書（文化協会で配布）に必要事
項を記入し、文化協会へ郵送（必
着）、または直接

※作品は、12月5日（日）13：00～15：
00にサンアートへ直接搬入してくだ
さい。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】該当なし
【譲ってください】
バスケットゴール（外用）、北部小学校
体操服（140cm、150cm）

【交渉の流れ】
　希望者は10月4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

若者のための職業相談 
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　就職で悩んでいませんか。知立若者
サポートステーションの相談員に、お
気軽にご相談ください。
日時 �毎月第2火曜日9：00～、10：00～、
11：00～、毎月第4火曜日13：00
～、14：00～、15：00～

場所 �ジョブサポートみよし
対象 �15～49歳の人
申込 �平日の前日までにジョブサポート
みよしへ電話、または直接

里親月間
愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター
☎0565-33-2211 N0565-33-2212
　10月は里親月間です。里親とは、さ
まざまな事情によって家庭で暮らせな
くなった子どもたちを、子どもやその
家族に必要な期間、温かい雰囲気の中
で養育してくださる人のことです。子
どもたちの健やかな成長のために、里
親になりませんか。詳しくは愛知県豊
田加茂児童・障害者相談センターにお
問い合わせください。

10月は食品ロス削減月間です
環境課　☎32-8018　N76-5103
　食品ロスとは、食べられるにもかか
わらず、食べ残しや期限切れなどの理
由により廃棄される食品のことです。
日本では年間約600万t、1人当たり年
間約47kgの食品ロスが発生していま
す。食品ロスは地球温暖化の原因にも
なります。買い物に行く前に冷蔵庫の
中の在庫をよく確認する、陳列順に購
入する、飲食店では食べきれる分だけ
注文するなど、できることから始めま
しょう。

汚泥肥料の無料配布
下水道課　☎32-8022　N34-4429

　農業集落排水処理施設から出る汚泥
を乾燥処理した、し尿汚泥肥料「みよし
のゆうきくん」を無料配布しています。
福谷浄化センター、緑と花のセンター
さんさんの郷第2駐車場内物置で配布
していますのでご利用ください。
●注意事項
①�皆さんに配布できるよう、在庫とし
ての保管はやめてください
②�肥料独特の臭いがあるため、保管場
所などには注意してください。使い
残りの肥料は空け口を閉め、冷暗所
で保管してください
③�この肥料だけでは、カリウムの成分
が不足するため注意してください
④�施用量の目安は、10㎡当たり3.5kg
（年間）です
⑤�土壌によく混ぜてから数日後に作付
けをしてください

社会生活基本調査に
ご協力ください
愛知県県民生活部統計課  
☎ 052-954-6116 
　社会生活基本調査を実施します。こ
の調査は、生活時間の配分や余暇時間
における主な活動の状況について調査
し、国民の社会生活の実態を明らかに
するための基礎資料を得ることを目的
としています。調査対象は、無作為に
選ばれた全国の約91,000世帯の10
歳以上の世帯員です。調査をお願いす
る世帯には、10月上旬～中旬に調査
員が訪問します。ご理解、ご協力をお
願いします。
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お知らせ
市民病院の新任医師紹介
市民病院　☎33-3300　N33-3308
　市民病院の眼科医として竹

たけなか

中崇
た か や

也医
師が着任され、9月1日付けで医長に
就任しましたので紹介します。

【ごあいさつ】
　豊田厚生病院で研修を終え、その後
名古屋大学病院、碧南市民病院、豊橋
市民病院などを経て、今年の9月から
着任となりました。地域の皆さまに寄
り添った診療を心掛けてまいります。
よろしくお願いします。

学校給食用物資納入業
者の登録申請
みよし市給食協会　
学校給食センター内
☎32-0501  N34-0199
　令和4・5年度の学校給食用物資納入
業者の登録申請を受け付けます。
申込 �10月18日（月）～11月19日（金）8：
30～12：00、13：00～16：00に
登録申請書（10月4日（月）から給
食協会で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、給食協会へ直接

※詳しくはホームページをご覧ください。

遺言書保管制度
名古屋法務局豊田支局総務課
☎0565-32-0006 
N0565-35-3837
　自筆証書遺言書を作成した本人が、
法務局に遺言書の保管を申請すること
ができる制度があります。あなたの大
切な遺言書を、法務局が守ります。詳
しくはホームページをご覧ください。

赤い羽根共同募金に
ご協力ください
共同募金委員会
☎34-1588　N34-5860
　赤い羽根共同募金が今年も全国一斉
に展開されます。寄付金は、高齢者福
祉や児童福祉、障がい者福祉、地域の
福祉などに役立てられます。区長や組
長に協力いただき募集しますので、皆
さんのご理解ご協力をお願いします。

宝くじの助成金により
備品を整備しました
協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　一般財団法人自治総合センターは、
宝くじの社会貢献広報事業としてコミ
ュニティ活動に必要な備品などの整備
に対する助成を行っています。その助
成金を活用し、三好丘旭行政区が行政
区活動に必要な備品の整備を行いまし
た。

【助成内容】
　一般コミュニティ助成事業として、
会議用テーブル12脚、椅子30脚、イ
ベント用備品などを整備しました（助
成金額250万円）。

みよし市長選挙立候補予定者
説明会
選挙管理委員会　総務課内
☎32-8000　N32-2165
　任期満了（12月7日）に伴うみよし市
長選挙の立候補予定者説明会を開催し
ます。
日時 �10月21日（木）13：30～
場所 �市役所３階研修室
対象 �11月21日（日）に投票が行われる
みよし市長選挙に立候補を予定す

る人
※候補者1人につき２人以内の出席で
お願いします。
※説明会で手話通訳が必要な場合は、
10月12日（火）17：00までに選挙管理
委員会に連絡してください。

ハロウィンジャンボ宝くじが
発売されます
公益財団法人愛知県市町村振興協会
☎052-962-4171　
N052-962-4154
　ハロウィンジャンボ宝くじとハロウ
ィンジャンボミニを発売しています。
この宝くじの収益金は市町村の明るい
まちづくりや環境対策、高齢化対策な
ど地域の福祉向上のために使われま
す。発売期間は9月22日（水）～10月
22日（金）です。

催し・講座
町なかアートギャラリー2021
歴史民俗資料館　
☎34-5000　N34-5150
　市民から募集した絵画、写真、工芸
品、彫塑などを展示します。皆さんの
お越しをお待ちしています。
期間 ��10月14日（木）～11月3日（祝）の
毎週水・木・土・日曜日

場所 ��石川家住宅

高齢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
　今こそ定年後の将来設計を見直しま
せんか。公的年金の仕組みや基礎知識
を学び、生涯収支・ライフプランを踏ま
えて高齢期の働き方を考えましょう。
日時 ��11月9日(火)13：30～15：00
場所 ��ジョブサポートみよし
対象 ��40歳以上の就職活動中の人
定員 ��先着で10人　費用 ��無料
申込 ��10月1日(金)～11月4日(木)にジョ
ブサポートみよしへ電話、または
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。

ホームページ

ホームページ
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場所 ��三好公園
定員 �抽選で10人程度
申込 �10月29日（金）17：00までに公園
緑地課へ氏名、住所、電話番号を
明らかにして、郵送、電話、ファ
クス、メールまたは直接

名古屋大学農場講演会
国立大学法人東海国立大学機構　
名古屋大学東郷フィールド
☎0561-37-0200
{takatsuka.toshio@adm.nagoya-u.
ac.jp
内容 ��名古屋大学大学院生命農学研究科
の山
やまうち

内章
あきら

教授による講演会「日本

の農業を世界の中で考えるー日本
の食料、世界の農業ー」

日時 ��10月30日(土)14：00～15：30
場所 ��名古屋大学東郷フィールド(東郷
町大字諸

も ろ わ

輪字畑
はたじり

尻94)
定員 �先着で40人(定員を超える場合は
オンラインで同時配信)

費用 �無料
申込 �10月4日（月）～20日（水）に氏名
（ふりがな）、職業、住所、電話番
号、メールアドレスを明らかにし
て、東郷フィールドへメール

※新型コロナウイルス感染拡大状況に
より、中止またはオンライン配信とな
る場合があります。

ファミリー・サポート・センター
のステップアップ講習会
ファミリー・サポート・センター
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228  
内容 ��日本パーソナルカラー協会認定講
師による講座「今よりもっと素敵
に輝くための“パーソナルカラー”」

日時 ��10月30日（土）10：00～12：00
場所 ��市役所3階研修室
対象 ��ファミリー・サポート・センター会
員または市内在住・在勤・在学の
20歳以上の人

定員 �15人程度　費用 �無料　託児 ��あり
申込 �10月1日（金）～10月15日（金）（日・
　　�月曜日を除く）の9：00～16：30

にファミリー・サポート・センター
へ電話、または直接

樹木診断調査の現場見学会
参加者募集
公園緑地課�☎32-8024��N34-4189
{kouen@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　樹木医による三好池周辺の樹木の診
断調査を実施します。現場見学会への
参加者を募集します。皆さんのご参加
をお待ちしています。
日時 ��11月23日(祝)10：00～

    10 金
水

   1
    10

2021

　　有料広告

秋季特別展
伊
い ず は ら

豆原麻
ま こ く

谷と小
こ じ ま

島老
ろ う て つ

鉄～交錯する二人の南画家～
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150
　莇生町出身の江戸時代の南画家伊豆
原麻谷。その麻谷とさまざまな面で交
流があったのが、同じ時期に名古屋で
活躍した小島老鉄です。
　今回の展示会では、麻谷と老鉄の作
品を多数展示するとともに、二人の接
点や交流がわかる作品や資料も併せて
展示します。高い技術と絵画性を誇る
二人の南画家の作品の数々を、この機
会にご覧ください。
日時 ��10月9日（土）～12月5日（日）(月
曜を除く)9：00～16：30

※途中で作品を入れ替えます。
場所 ��歴史民俗資料館　費用 �無料

▲雪景山水図（伊豆原麻谷画）
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催し・講座
扶養の範囲で就職を希望する人
へのセミナー
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　扶養の範囲内で働く年収や基準につ
いて、基礎的な制度を学びませんか。
日時 ��11月24日（水）10：00～11：30
場所 ��ジョブサポートみよし
対象 ��扶養範囲内の就職を考えている人
定員 ��先着で10人　費用 ��無料
託児 �あり（6カ月～未就学児が対象（11
月12日(金)までに要予約））

申込 ��10月1日(金)～11月18日(木)の
平日にジョブサポートみよしへ電
話、または直接

サンアートリニューアル記念
みよし市文化祭
文化協会　☎34-3111　N34-3114
　地域の素晴らしい文化を紹介しま
す。ぜひご鑑賞ください。

【展示作品発表】
内容 �絵画、水墨画、彫刻、陶芸、書道、
写真、切り絵、和紙ちぎり絵、ア
レンジフラワー、アートクラフ
ト、短歌、俳句、郷土史研究会、
菊花、盆栽、山野草盆栽、華道

日時 ��11月3日(水)～7日(日)(華道は11
月4日～)10：00～17：00（初日は
9：00から、最終日は16：00まで）

場所 ��サンアートレセプションホール・
研修室他

【芸能発表】
　ゲストには、ピアニストのはちまん
正人さんが登場します。
日時��11月6日(土)10：00～16：00
内容 �舞踊、ダンス、民謡、筝、太鼓、

剣詩舞、大正琴、詩吟、ヘルマン
ハープ、歌謡、三好音頭

場所 ��サンアート大ホール
費用�無料

【文化祭茶会】
日時��11月7日(日)10：00～15：00
場所 ��ふるさと会館
費用 �茶券代(一服)300円（前売り券・当
日券ともに）

席主 ��表千家不白流名古屋同友会の苗
の う か

加
裕
ゆ う こ

子(宗裕)さん
※前売り券は、11月6日（土）まで文化
協会で販売します。

リサイクル工作教室
☎38-2229　N38-6222
　たまごの殻を使ってビーズ飾りのエ
ッグを作ります。
日時 ��10月20日（水）13：30～15：30
場所 ��エコサイクルプラザ（東郷町大字
諸
も ろ わ

輪字百
ど ど

々51-23）
定員 �抽選で15人　費用 �1,000円
託児 �あり　
申込 �10月10日（日）までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザまで電話

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター　さんさんの郷
☎34-6111　 N34-6161
　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 ��10月9日(土)9：00～11：30（小雨
開催）

場所 ��イオン三好店駐車場

健康・福祉
ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課  ☎34-5311  N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
らみよしの魅力を発見しませんか。今
回は、なかよし地区に多く存在する由
緒あるお寺を巡る5.1kmのコースを、
約1時間30分かけて歩きます。
日時 �11月5日（金）9：30～11：30

場所 �満福寺集合　対象 �市内在住
申込 �不要。当日、集合場所へ直接
※当日体温測定をしてからお越しくだ
さい。
※前回参加した人は、名札を持参して
ください。

世代交流サッカー
健康増進教室
長寿介護課 
☎32-8009 N34-3388

　名古屋グランパスと協働で開催しま
す。ご参加をお待ちしています。
内容 �名古屋グランパスのスクールコー
チによるサッカーボールを使った
健康増進トレーニング、健康講座

日時 �11月13日(土)13：30～15：00
場所 �旭グラウンド(雨天時は緑丘小学
校体育館)

対象 �市内在住の60歳以上の人とその
孫(幼稚園･保育園児(年長)～小学
生。孫は市外在住でも可）

※60歳以上の人のみでも参加できます。
定員 �抽選で40人　
費用 �1人30円（保険料）
申込 �10月25日(月)までに申込書（ホー
ムページからダウンロード可）を
長寿介護課へファクス、または電
話、直接

家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
　介護が始まり不安を抱えていません
か。お気軽にご参加ください。
内容 �介護予防と生活チェック・大人用
おむつ展示

日時 �10月13日(水)10：00～11：30
場所 �市民活動センター１階キッズルーム
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料　申込 �不要。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。

平成30年開催の様子

ホームページ



19

膠原病患者・家族教室
衣浦東部保健所
☎0566-21-9338　
N0566-25-1470
{kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp
内容 �安城更生病院膠原病内科の吉

よ し だ

田秀
ひで

雄
お

医師による講話「膠原病と上手
に付き合うために～日常生活の工
夫について～」

※オンライン（Cisco�Webex�Meeting）
で開催します。
日時 �10月25日(月)14：00～15：30
対象 �衣浦東部保健所管内在住の膠原病
患者とその家族

費用 �無料
申込 �10月15日(金)までに氏名、年齢、
住んでいる市名、電話番号、本人
または家族の病名を明らかにし、
件名を「膠原病患者家族教室参加
希望」として衣浦東部保健所へメ
ール、または電話

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、交流できる事業です。
内容 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �令和3年10月22日(金)13：30～
15：30

場所 �市役所1階101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
親子で英語で遊ぼう
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

　親子で簡単な英語にふれあってみま
せんか。
日時 10月19日(火)10：00～10：40　
場所莇生保育園遊戯室
対象 �1歳6カ月以上の未就園児とその
保護者

定員 抽選で15組　費用 1人15円
申込�10月5日（火）～12日（火）にきたよ
し地区子育て支援センターへ電
話、または直接

10月の認知症カフェ 　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。
認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。内容は変更となる場合があります。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

きたよし地域包括支援センター�　☎33-0791　N33-0786
　元気なうちに“自分らしい終わり方”を考えてみませんか。専門家のお話を
交えながら、みんなで話し合いましょう。
日時 �10月18日(月)14：00～16：00　場所 �三好丘旭1-4-8　
講師 �豊田加茂医師会在宅相談ステーション職員　対象 �どなたでも可　
申込 �不要。当日、会場へ直接

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

10月28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
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

マイペースで人とつ
ながるw

ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、手作
り自分史、音楽に接する
など

10月8日（金）・18日（月）・
28日（木）
14：00～16：00

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン
参加者同士の談話、薬剤
師や看護師などによる相
談

10月14日（木）
14：00～15：00

サンライブ和風講
座室1・2 無料

なかよし地域包括
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

10月26日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

マイペースで人とつながるwarau caféで、終活交流会を開催します
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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。

（教育行政課で配布、ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、10月1日以降に発行
された在学証明書(原本)を添付し
て、教育行政課または市役所夜間
受付へ直接

※学校から申請書が届いた場合は、学
校で取りまとめることがあります。同
封の案内文を参照してください。

親子遊び
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内
☎34-1867  N34-6791
　親子で身体を動かす気持ちよさを味
わってみませんか。皆さんのご参加を
お待ちしています。
日時 10月20日(水)10：00～11：00　
場所打越保育園遊戯室
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者

定員 抽選で15組　費用 1人15円
申込�10月6日（水）～13日（水）9：00～
16：00にみなよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接

「聞こえ」が心配な
お子さんについての相談
愛知県立岡崎聾学校
☎0564-45-2830  N0564-45-6248
{ppp@okazaki-sd.aichi-c.ed.jp
　聞こえや言葉に関する相談、関わり
方のアドバイス、聴力測定を行いま
す。聞こえと言葉は3歳までに大きく
発達します。「音に反応しない」「1歳
半を過ぎても言葉が出ない」など悩ん
でいる人は、少しでも早くご相談くだ
さい。相談・聴力測定は無料です。
日時  平日8：30～17：00
申込  愛知県立岡崎聾学校へ電話、メー
ル、またはファクス

子育て
ベビービクス
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
　親子でふれあいながら体を動かして
楽しみませんか。
日時 10月26日(火)10：00～11：00　
場所三好丘地区子育て支援センター
対象 �2～12カ月の乳児とその保護者
定員 抽選で12組　費用 1人15円
申込�10月12日（火）～19日（火）9：00～
16：00に三好丘子育て支援セン
ターへ電話、または直接

令和3年度私立高等学校などの
授業料の一部補助
教育行政課　
☎32-8028  N34-4379
kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

対象 �令和3年10月1日現在、通信制・専
攻科・別科を除く全日制の私立高
校、または私立専修学校高等課程
に在籍する生徒の市内在住の保護
者で市税などを滞納していない人

補助 �生徒1人につき上限年額12,000
円（授業料が補助額に満たない場
合は授業料相当額）

申込�10月1日(金)～31日(日)に申請書

　　有料広告
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  員募集中 

６０歳以上の方 

公益社団法人みよし市シルバー人材センター 

住所：みよし市三好町井ノ花１００－１ TEL：０５６１－３４－１９８８ 

冬休み期間の放課後児童クラブ入所申し込み受け付け
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
日時  12月24日（金）～令和4年1月6日（木）8：00～18：00（土・日曜日、12月
29日（水）～令和4年1月4日（火）を除く）

※就労証明書などで必要性が認められた場合は、7：30～8：00、18：00～
19：00も利用できます。
※冬休みの日程変更に伴い、期間が変わる場合があります。
対象  昼間、就労などにより家庭に保護者のいない市内在学の小学生
費用  3,000円
申込  10月1日（金）～20日（水）に申込用紙(子育て支援課および各児童クラブ
(14：15～19：00)で配布)に必要事項を記入し、就労証明書を添えて子
育て支援課へ直接

※入所には優先基準があります。子育て支援課または各児童クラブで配布す
る放課後児童クラブご案内をご確認ください。
※募集人数は通年児童の受け入れにより変動があります。

ホームページ
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ミリー・サポート・センターへ電
話、または直接

スポーツ
ソフトテニス教室
ソフトテニス連盟　林

はやし

幸
 さ ち お

男  
☎090-3482-5556
日時 �11月5日（金）～令和4年3月25日
（金）19：00～21：00

※計17回（屋内9回、屋外8回）実施予
定です。
場所 �総合体育館アリーナ、三好公園
テニスコート

対象 �市内在住・在勤・在学の中学生以上
�定員 �先着で40人　費用 �4,000円
申込 �10月2日（土）～16日（土）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

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  
☎090-3482-5556

部門 �①中学1年の部、②中学2年の部、
③一般の部（トーナメント戦（予定））

日時 �11月14日（日）9：00～（受け付けは
8：30～）

�場所 �三好公園テニスコート
対象 �①市内在住または在学の中学1年

絵本の読み聞かせとわらべ歌
子育て総合支援センター 
☎34-1250  N34-0501
　絵本とわらべ歌を楽しみましょう。
日時 10月27日(水)10：00～11：00
場所子育て総合支援センター
対象 �1歳6カ月までの子とその保護者
定員 抽選で15組　費用 1人15円
申込 �10月13日（水）～20日（水）9：00～
16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

ファミリー・サポート・センター
の入会説明会・講習会
ファミリー・サポート・センター  子育て
総合支援センター内  ☎・N34-2228
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。依頼会員・援助会員になるた
めの入会説明と講習会を開催します。
皆さんの参加をお待ちしています。
内容  入会説明、講義「子どもの事故予
防について」「心肺蘇生法につい
て」（依頼会員は入会説明のみ）

日時  11月18日（木）9：30～12：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  依頼会員…市内在住・在勤・在学で
生後2カ月～小学6年生までの子
どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な
20歳以上の人

申込  10月12日（火）～29日（金）（日・月
曜日を除く）9：00～16：30にファ

生、②市内在住または在学の中学
2年生、③中学3年生以上

費用 ��1人500円（高校生以下100円）
申込  10月29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（N

　　34-6030）、または直接

伝言板
社交ダンス会員募集
　社交ダンスで運動不足を解消しませ
んか。詳しくはお問い合わせください。
日時 �①火曜日、②木曜日、③金曜日の
13：15～15：00（月4回。曜日変
更・夜間の部の開催も可）

場所 �①新屋あじさいダンススタジオ
（三好町天王55-8）、②おかよし
交流センター、③サンライブ軽運
動室

※会場の都合により変更する場合があ
ります。
費用 �1回750円
申込 �あじさい社交ダンスサークル（☎
090-6334-6469）へ電話

収穫体験会参加者募集
内容 �サツマイモの収穫体験（2kgまで
持ち帰り可。買い物袋持参）

日時 �10月23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600円　
申込 �10月18日（月）までに加

かとう�
藤憲
さとる
さん

（☎080-6903-5361）または長
ながお
尾

邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-8587）へ

電話

　　有料広告


