※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
へ郵送、または直接

お知らせ

が、少しでもできるように診療してい

内容 中学生・高校生への学習方法の支援
日時 12月24日
（金）、令和4年1月5日

市民課 ☎32-8012 N32-8048
12月4日から10日までは「人権週
間」です。市では特設人権相談所の開
設や啓発活動を実施します。人権擁護

（水）
・6日
（木）
13：15～16：15

きます。よろしくお願いいたします。

個人事業税第２期分の納付
愛知県豊田加茂県税事務所

定員 ①・②ともに4人
賃金 時 給987円～1,046円
（交 通 費 は

片道2km以上の場合別途支給）

☎0565-32-7482
個人事業税の第2期分の納期限は11

申込 11月30日
（火）までに申込書
（教育

月30日
（火）
です。第2期分の納付書

気軽にご相談ください。

行政課で配布、ホームページから

は8月に送付した納税通知書に同封し

日時 ① 12月6日
（月）、②9日（木）9：

ダウンロード可）
に必要事項を記入

ています。納期限までに納付してくだ

し、教育行政課へ直接

さい。なお納付書を紛失した人は豊田

委員が無料で相談に応じますので、お

00～12：00
場所 ① 市役所2階202会議室、②市役

所3階301会議室

10月1日付けで市民病院の整形外科
な が い しゅうへい

みよし未来塾の参加者と
学習支援員の募集

教育行政課

市民病院の新任医師の紹介

管理課 市民病院内 ☎33-3300

申込 不要。当日会場へ直接

医として永井修平医師が着任されまし
たので紹介します。
ホームページ

【あいさつ】

☎32-8028 N34-4379

加茂県税事務所へお問い合わせくださ
い。詳しい納税方法について
は、愛知県税務課のホームペ
ージをご確認ください。

ホームページ

全国一斉
「女性の人権ホットラ
イン」
強化週間
名古屋法務局人権擁護部

【参加者】

☎052-952-8111
（内線1450）

内容 持参したテキストなどの自主学習

D V やセクハラなど女性に関する人

※必要に応じて学習支援員からアドバ

権問題を解決するため、法務局職員お

イスを受けることができます。

よび人権擁護委員が相談に応じます。

日時 12月24日
（金）、令和4年1月5日

日時 11月12日
（金）
～18日
（木）
8：30～

（水）
・6日
（木）
13：30～16：00

公立西知多総合病院にて研修を終

場所 ① 市 民 活 動 セ ン ター1階 多 目 的

え、愛知医科大学、旭労災病院、多

室、②おかよし交流センター会議

治 見 市 民 病 院 を 経 て、 今 年10月 か

室

ら着任となりました。 地域の方々が

対象 市 内在住・在学で基礎学習の見直

しをしたい中学生・高校生
定員 ①・②ともに20人

※申し込み多数の場合は参加日を抽
選・制限します。申込者には後日案内
を送付します。
費用 無料
申込 保護者同意のもと、11月30日
（火）

までに申込書
（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、教育行政課
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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。

より良い暮らしをするためのお手伝い

【学習支援員】

特設人権相談所

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）

広報みよし

2021 年 11 月号

19：00
（13日
（土）
・14日
（日）は10：
00～17：00）
窓口 女性の人権ホットライン
（☎0570-

070-810）

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

詐欺多発警報！

あなたも狙われています！

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

「保険料の払い戻しについての案内が届いていませんか。

サギ多発警報！あなたも狙われています！
期限が過ぎていますが、今ATMで手続きすれば間に合いま
す」ー 市役所を名乗る人物から、こんな電話がかかってき
たらそれは詐欺です。以下の対策で詐欺を防ぎましょう。
●固定電話は留守番電話設定にしたり、被害防止機能付電話機を取り
入れたりする
●相手が公的機関を名乗っても簡単に信用せず電話を切って確認する
●普段から、家族や地域で「特殊詐欺」の話をする

ス内）

は、専門相談員が相談に応じます。相

宝くじの助成金により
備品を整備しました

談は無料ですので、お気軽にご相談く
ださい。

防災安全課 ☎32-8046 N76-5702

日時 平 日9：00～17：00
場所 ふ れあい交流館1階
（三好町湯ノ
申込 ① 暮らしに関すること
（☎33-50

20）
、②働くことに関すること
（☎

する助成を行っています。その助成金

N34-6030

トヨタヴェルブリッツは令和4年1
ONE」への参入を受け、
「ヴェルブリ

※事前予約が必要です。

防災組織に必要な備品などの整備に対

☎32-8027

ホームページ

月から始まる
「JAPAN RUGBY LEAGUE

33-5070）へ電話

宝くじの社会貢献広報事業として地域

トヨタヴェルブリッツ
「ファンクラブ」
会員募集
スポーツ課

前4-5）

一般財団法人自治総合センターは、

申込 不要。当日会場へ直接

ッツファンクラブ」を創設しました。

緑化補助制度

入会方法など詳しくはホームページを
ご覧ください。

公園緑地課

☎32-8024 N34-4189

ホームページ

●レ ギュラー会員（年会費3,000円）  
チケット先行販売、割引、入会記念

を活用し、みよし市消防団に防災力向

都市緑化と都市環境の改善を目的に

上のために必要な備品を整備しました。

市内の民有地の建物、敷地に行う緑化

品進呈などの特典があります。

や、市内の公有地で、住民団体が行う

●無料会員（年会費無料）

【助成内容】
消防団育成助成事業として、救命ボ

植栽などの活動にかかる費用を補助し

ート３艇、救命胴衣９着を三好下、西

ます。着手する前に申請書類の提出が

一色、福田分団詰所に整備しました

必要です。着手後の申請については受

（助成金額100万円）
。

け付けできません。要件など、詳しく

福祉課 ☎76-5190 N34-3388

員限定の情報をお届けします。

無料調停手続相談会

名古屋家庭裁判所岡崎支部庶務課

はホームページをご覧ください。

生活の困りごとや
働くことの相談

選手のメッセージやファンクラブ会

☎0564-51-8972

シルバー人材センター
入会説明会

裁判所の調停委員が調停制度の手続
きや利用方法の相談に無料で応じま

シルバー人材センター

す。秘密は厳守されますのでお気軽に

いる」
、
「新型コロナの影響で収入が減

☎34-1988

ご相談ください。

った」
、
「離 職 し、 仕 事 を 探 し て い る

対象 市 内在住で60歳以上の健康で働

「生活費
（家計）のやりくりに困って

N34-2831

題、相続など

く意欲のある人

が、なかなか見つからない」
、
「家から
出ない家族がおり、不安だ」
、
「悩みご

日時 ① 毎月第3水曜日14：00～15：

とがあるが、どこに相談していいか分

00、 ②12月22日（水）、令和4年

からない」など、悩みを抱えている人

2月24日（木）14：00～15：00

日時 11月29日
（月）10：00～15：00
場所 岡崎市図書館交流プラザ
「りぶら」
こう

3階会議室301・302（岡崎市康

せいどおりにし

生通西4-71）

場所 ①生きがいセンター太陽の家、②

はいませんか。
く ら し・は た ら く 相 談 セ ン ターで

市民病院コーナー

内容 土地建物、損害賠償、夫婦間の問

市民病院内

ビジターセンター（カリヨンハウ
耳鼻咽喉科

☎33-3300

申込 不要。当日、会場へ直接
（先着順）

N33-3308

聞き返えすことが多くなったら気をつけましょう
新型コロナウイルス感染症流行の影響でおうちにこもっていらっしゃる方は少なくな
いと思います。また病院にかかるのが怖くて受診を控えている方もおられるかと思いま
す。健康にお過ごしいただくため、病気に関するお話を耳鼻咽喉科からお届けします。
「最近、聞き返すことが多くなった」
なんてことはありませんか。放置していると、認知
症の要因になるかもしれません。日本は超高齢社会を迎え、認知症の方は2025年には

や

の よ う こ

矢野陽子医師

700万人を超えるといわれています。近年、難聴が認知症の大きなリスク要因になるといわれています。お心当たりの
ある方は早めに耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けることをお勧めします。認知症に負けない世の中にしましょう。
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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。

お知らせ
秋の火災予防運動

防災安全課 ☎32-8046 N76-5702

定されました。愛知県内の事業所で働

税を考える週間

く全ての労働者(常用・臨時・派遣・パー

豊田税務署

☎0565-35-7777

トアルバイトなど)に適用されます。
ホームページ

使用者は適用される最低賃金以上の賃

毎年11月11日から17日までは
「税を

金を、労働者に支払わなければなりま

考える週間」
です。
「くらしを支える税」

せん。賃金が時間給以外で定められて

をテーマに次のとおり実施します。

いる場合(月給・日給等)、賃金を1時間

詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください。

当たりの金額に換算して時間額955
円と比較します。

●国税庁ホームページ内に特設ページ
11月9日から15日まで、秋の火災予
防運動が全国で展開されます。統一標

●YouTube、国税庁インターネット番

語は
「おうち時間 家族で点検 火の始

組
「Web-TAX-TV」の新着情報などの

末」
です。

各種情報をTwitterにおいて発信

火災の原因のほとんどは不注意によ

【税を考える週間作品展示】

るものです。大切な命や財産を守るた

市内の小学生から応募いただいた、

め、火の元には十分注意しましょう。

税を考える週間に関する習字やポスタ

現在、すべての一般住宅に住宅用火災

ーのうち、各小学校から選出された作

警報器の設置が義務化されていますの

品を展示します。

で、設置をお願いします。また消防署

期間 11月2日
（火）～29日（月）

員をかたるなどの悪質訪問販売などに

場所 イ オン三好店2階パブリックスペ

は十分ご注意ください。
期間中は防火啓発放送や消防団によ
る市内巡回などを行う予定です。
【火の用心4つの習慣】
●寝たばこは絶対にしない、させない

ース

確定申告についてのお知らせ
豊田税務署

☎0565-35-7777

緑と花のセンター
☎34-6111

N34-6161

をお値打ちにお買い求めいただけま
す。ぜひお越しください
日時 11月20日(土)9：00～11：30
（小

音声案内番号：２

雨開催）
場所 イオン三好店駐車場

置かない

女性向け就職支援セミナー

●こんろを使うときは火のそばを離れ

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内

ない

☎33-1860

●コンセントはほこりを清掃し、不必
要なプラグは抜く
【火の用心6つの対策】
●ストーブやこんろなどは安全装置の
付いた機器を使用する
●住 宅用火災警報器を定期的に点検
し、10年を目安に交換する
●部屋を整理整頓し、寝具、衣類およ
びカーテンは防炎品を使用する
●消火器などを設置し、使い方を確認
しておく
●お年寄りや身体の不自由な人は避難
経路と避難方法を常に確保し備える
●防火防災訓練への参加、戸別訪問な
どにより地域ぐるみの防火対策を行

2021 年 11 月号

N32-8222

確定申告には、ご自宅などからパソ

自分に合った職種や、女性が活躍し

コン・スマートフォンでご利用いただ

ているお仕事についてのセミナーを開

けるe-Taxが便利です。e-Tax をご利用

催します。

い ただくには、マイナンバーカードが

日時 12月8日(水)10：00 ～11：30

必要です。この機会にマイナンバーカ

場所 ジョブサポートみよし

ードの取得をご検討ください。新型コ

講師 ハローワーク豊田就職支援ナビゲ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ーター

観点からも、より安心・安全なご自宅な

対象 就職を希望する女性

どからのe-Taxを是非ご利用ください。

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）

愛知県最低賃金の改定

※11月26日(金)までに予約が必要で

豊田労働基準監督署

す。

☎0565-35-2323

申込 11月1日(月)～12月3日(金)の平

愛知県最低賃金が、令和3年10月1
日から時間額955円(従来927円)に改

う
広報みよし

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ

新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨など

●ストーブの周りに燃えやすいものを
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催し・講座

で各種取り組みを紹介

日 に ジョブ サ ポート み よ し へ 電
話、または直接

含む）

文化財めぐり

託児 先着で5人
（申し込み時に連絡）

歴史民俗資料館
☎34-5000

田 市 栄 生 町2-1）、 ファク ス、 ま

申込 11月19日
（金）までに、住所、氏

N34-5150

名、子どもの氏名･年齢
（②の講座

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

のみ）
、電話番号、希望する講座
名を明らかにして、協働推進課
へ 電 話、 ファク ス、 メール、 ま
たは直接
働推進課へ確認の電話をお願いしま

みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。
内容 福谷城跡、市場古墳、黒笹27号

窯跡、黒笹90号窯跡、石川家住

す。

日時 11月27日
（土）
8:45～12：00

愛知県信用保証協会
☎052-454-0520

申込フォーム

創業に必要なノウハウを学び、創業
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、制度紹介
日時 11月27日
（土）13：00～16：30
場所 日 進市役所南庁舎第5会議室
（日
かにこう

第3回ひとり親家庭の
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034

宅の見学

創業支援セミナー

への一歩を踏み出してみませんか。

※ファクス送信後は未着防止のため協
福谷城跡

たはメール

いけした

進市蟹甲町池下268）
対象 創業を予定している人、創業して
ホームページ

間もない人
定員 先着で20人

N34-4379

費用 無 料

パソコンや調剤薬局事務などの講習

申込 1 1月1日
（月）～26日（金）に申し

会を実施します。詳しくは、愛知母

込みフォーム（ Shttps://airrsv.

費用 50円
（傷害保険料）

子・父子福祉センターのホームページ

     net/cgc-aichi/calendar）
より必

申込 11月2日
（火）～17日
（水）
（月曜日

をご覧ください。

対象 市内在住・在勤

定員 先着で10人

要事項を入力                    

を除く）
9：00～16：30に住所、氏

対象 県内在住の母子家庭の母、父子家

名、年齢、電 話 番 号 を 明 ら か に

庭の父および寡婦の人で全日程に

し、 資 料 館 へ 電 話、 ファク ス、

出席できる人

メール、または直接

生涯学習推進課

申込 11月1日
（月）～22日（月）に 受 講

男女共同参画ステップ
アップセミナー・スキル
ホームページ
アップ講座
協働推進課 ☎32-8025 N76-5702

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

生涯学習新春講座
☎34-3111 N34-3114

ホームページ

申込書
（子育て支援課で配布）
に必

サンライブでは、さまざまな内容の

要事項を記入し、子育て支援課へ

講座を「春夏」
「秋冬」
「新春」の年3期に

直接

分けて開催しています。今回は1月か
ら開講する「新春講座」の受講生を募集

豊田高専の公開講座

します。講座や申し込み方法など詳し

豊田工業高等専門学校総務課

くは、今月号の折り込み、または「新

家族が笑顔になれる講座に参加して

☎0565-36-5828

みませんか。詳しくはホームページを

N0565-36-5930

ライブ、市役所1階情報プラザ、サン

ご確認ください。

{koukai@toyota-ct.ac.jp

ネット、ホームページで閲覧可）をご

内容 ①今よりもっと素敵に輝くための

内容 やってみよう！

覧ください。

パーソナルカラー講座、②親子で一
緒にオリジナルのリースを作ろう！
日時 12月11日
（土）
10：00～11：30
場所 ① サンライブ2階研修室兼軽運動

室、②サンライブ3階会議室

さ わ だ ゆ

み

講師 ①ローズカラー代表の澤田由実さ

ホームページ

ちっちゃなコン

ピュータでプログラミング！
日時 12月24日(金)9：30～12：30、

13：30～16：30
場所 豊 田工業高等学校専門学校
（豊田
えいせい

対象 小学4～中学2年生
定員 抽 選で各15人

師の井ノ下由紀子さん

申込 11月30日
（火）ま で に 申 込 書（豊

き

こ

対象 ① 市内在住・在勤の女性、②市内

対象 ど なたでも可
（原則、義務教育修

了者。市内在住・在勤・在学優先）

シルバー直売会

シルバー人材センター

市栄生町2-1）

ん、②トロッケンクランツ認定講
い の し た ゆ

春 講 座 案 内」
（11月2日（火）か ら サ ン

費用 無料

田高専総務課で配布、ホームペー

在住・在学の小学生と父親

ジからダウンロード可）に必要事

定員 ①抽選で10人、②抽選で10組

項を記入し、豊田工業高等専門学

費用 ①500円、②1,500円
（材料費を

校総務課へ郵送（〒471-8525 豊

☎34-1988 N34-2831
お気軽にお越しください。
内容 切り花、花苗、木工製品の直売、

焼き芋の販売
日時 11月15日
（月）、12月15日（水）
・

22日（水）9：00～15：30
場所 生きがいセンター太陽の家
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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。

催し・講座
サンアートリニューアル記念
公募第26回みよし美術展

文化協会 ☎34-3111 N34-3114
市内外から応募され審査で選ばれた
作品が展示されます。ぜひご鑑賞くだ

※詳しい営業時間についてはデンパー

ださい。

クのホームページをご覧ください。

申込 不要。集合場所へ直接

※休園日は、毎週火曜日
（12月28日、
令和4年1月4日は除く）、12月31日

ハローワーク豊田 ☎0565-31-1400

（金）
～令和4年1月1日（祝）です。
あかまつ

かじ

場所 デンパーク
（安城市赤松町梶1）

豊田国際紙フォーラム

集しています。
専攻 ①ITス キ ル 科、 ②OAビ ジ ネ ス

科、③CAD設計科、④総合実務

☎0565-65-2001
各作品展示が行われています。

ふ じ い

内容 ①豊田小原和紙工芸の創始者藤井
たつきち

内容 洋画、日本画
（水墨画含む）
、彫刻、

写真、陶芸の5部門の作品
～17：00（最終日は15：00まで）
場所 サ ンアートレセプションホール・

研修室

デンパーク

☎0566-92-7111

ホームページ

※訓練期間は、①～④は1年、⑤は3
カ月です。

作品、②豊田小原和紙工芸、③紙

対象 ①～③障がいの種類に関わらず障

にまつわるアート作品、④和紙職

がいの診断を受けている人、④知

人の魂を受け継ぎ世界で活躍する

的障がいの診断を受けている人、

アーティストなどの作品

⑤精神障がい・発達障がいの診断

30
場所 豊 田市小原和紙のふるさと
（豊田
えいたろう

ほら

市永太郎町洞216-1）

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課

を受けている人
※障がい者手帳の所持の有無は問いま

健康・福祉

ウィンター フェスティバル

科、⑤就業支援科

達吉が自然素材から創造した芸術

日時 1 2月5日
（日）までの9：00～16：

日時 1 2月7日(火)～12日(日)10：00

愛知障害者職業能力開発校では、令
和4年1月および4月入校の訓練生を募

豊田国際紙フォーラム実行委員会

さい。

障がい者職業訓練生募集

保健センター内

☎34-5311 N34-5969
市内の史跡を歩きながら楽しい時間
を過ごしませんか。

せん。
試験 ①～③・⑤12月10日
（金）
、 ④12

月12日（日）に筆記試験、面接試
験
申込 11月19日
（金）までにハローワーク

豊田または愛知障害者職業能力開
発校（☎0533-93-2102）へ電話

社会を明るくする運動
啓発書
（毛筆）
掲示

福祉課 ☎32-8010 N34-3388

北欧のクリスマスをイメージし、イ
ルミネーションやライトアップが光り
輝く夜空を演出します。花の大温室フ
ローラルプレイスでは
「クリスマスフ
ラワーショー」を開催。大小さまざま

社会を明るくする運動は、犯罪や非

なクリスマスツリーがデンマークの街

町）
を約 1 時間20分かけて歩く

行の防止と罪を犯した人たちの更生に

並みにディスプレイされ、北欧の温か

日時 1 2月3日
（金）9：30～11：30（8：

ついて理解を深める運動です。令和3

いクリスマスを表現します。デンパー

00の時点で雨天の場合は中止）

年7月に応募いただきました啓発書の

クは恋人の聖地にも認定されており、

場所 福谷ハピネスホールに集合

入賞作品をイオン三好店に掲示しま

デートにもぴったりです。ぜひお越し

対象 市内在住

す。ぜひご覧ください。

ください。

持物 過去にこの企画に参加した人は名

日時 11月27日
（土）～令和4年1月17日

（月）

24

内容 約3.7㎞の 史 跡 巡 り コース
（福 谷

広報みよし

費用 無料

札
※当日は体温測定をしてからお越しく

2021 年 11 月号

期間 12月1日
（水）
～24日
（金）
場所 イ オン三好店2階パブリックスペ

ース

な お き

つ展示

直 樹医師による講話「神経系難病

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

について～病気の理解と療養生活

日時 11月10日(水)10：00～11：30

のポイント～」

場所 市民活動センター1階キッズルーム

※オンライン
（Cisco Webex Meeting）

対象 高齢者を自宅で介護している家族

で開催します。

費用 無料

日時 12月8日(水)14：00～15：30

子育て

対象 衣浦東部保健所管内在住の神経系

難病患者
（筋萎縮性側索硬化症、
多系統萎縮症、進行性核上性麻
費用 無料

莇生保育園内

定員 先着で40人

ている人、認知症の家族を介護してい

申込 12月1日(水)までに氏名、年齢、

る人はいませんか。 介護の不安や困り

住んでいる市名、電話番号、本人

ごとを相談し、交流できる事業です。

または家族の病名を明らかにし、

内容 ケアマネに聞く～もっと知ろう！

件名を「神経系難病患者家族教室

介護度に合ったサービス利用とケ

参加希望」として衣浦東部保健所

アマネ活用法～

へメール、または電話

日時 11月26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

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

痺）
とその家族
家族が認知症ではないかと気になっ

申込 不要。会場へ直接

☎34-4660 N34-7558

家族介護者交流会
「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388

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
（水）
10：00～11：00

を介護している人

場所 莇生保育園遊戯室

申込 不要。当日、会場へ直接

対象 安定した歩行ができる未就園児と

神経系難病患者・家族教室

その保護者

衣浦東部保健所

定員 抽選で15組

☎0566-21-9338

持物 上 靴

{kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp
あ つ た

内容 愛知医科大学病院神経内科の熱田

11月の認知症カフェ
名称
オリーブ

申込 1 2月1日
（水）～8日（水）9：00～

介護食を簡単に調理できる「パック

N0566-25-1470

費用 1人15円

クッキング」
を一緒に学びませんか。

16：00にきたよし地区子育て支

内容 介護食の作り方講座、大人用おむ

援センターへ電話、または直接

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。
内容

日時

脳トレ、回想法、大正琴、 11月25日（木）
歌、健康体操など
13：30～15：00

場所
社会福祉法人翔寿
会ケアハウス寿睦
苑（福谷町寺田4）

参加者同士の談話、手作
（月）
・18日
（木）
・
マイペースで人とつ り自分史、音楽に接する 11月8日
ワ ラ ウ カフェ
三好丘旭1-4-8
など
（8日は
「終活交流会」 28日
（日）
ながるwarau cafe を開催します。 詳細は6 14：00～16：00
ページ参照）

費用

問い合わせ

無料

きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

きたよし地域包括
100円 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
11月11日（木）
師や看護師などによる相
14：00～15：00
談

なかよし地域包括
サンライブ和風講
無料
支援センター
座室1・2
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健
11月16日（火）
師や社会福祉士などによ
10：00～11：00
る相談

サンライブ会議室
2・3

みなよし地域包括
無料 支援センター
☎33-3502

※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。
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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。

子育て
令和4年度

放課後児童クラブ 利用受け付け
子育て支援課 ☎32-8034 N34-4379

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4年4月から利用を希望する
児童の受け付けを行います。

公立放課後児童クラブ
児童クラブ名

場所

住所

定員

期間 令 和4年4月1日
（金）～令和5年3月31日
（金）

の下校後～19：00
（長期学校休業期間などは

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

休業 土･日曜日、令和4年5月3日
（祝）～5日
（祝）
、

南部児童クラブ

南部小学校

80人

8月13日
（土）～15日
（月）
、12月29日
（木）～

天王児童クラブ

天王児童クラブ 三好町天王51-48

80人

令和5年1月4日（水）

三吉児童クラブ

三吉児童クラブ 三好町半野木1-27 80人

明知町上細口27

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

7：30～19：00）

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）

申込 申込用紙
（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（会社印押印不要）などを添えて

11月19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、11月19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4年5月を予定しています。
※定員を超えた場合は、児童クラブ入所の必要度を勘案し、入所児童を決定します。希望するクラブに入所できなか
った場合、放課後児童クラブ児童移送事業の対象
（小学１年生から４年生まで）となります。

放課後児童クラブ児童移送事業
待機児童解消のために、定員を超える申し込みのあった児童クラブを希望する児童
を、定員に余裕のある受け入れ可能な児童クラブへ下校時にタクシーで移送します。
対象 小学１年生から４年生までの児童
費用 無料
休業 長期休業期間中
（出校日を除く）
および学校が休みの日
（代休および祝日）は、移送

は実施しません
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広報みよし

2021 年 11 月号

民間放課後児童クラブ
利用受け付け

定員 抽選で15組

費用 1人15円

対象 どなたでも可

定員 先着で若干名

申込 11月19日
（金）
～26日
（金）
9：00～

費用 受 講料4,000円
（半期）または1回

16：00に子育て総合支援センタ

500円、年会費1,000円
（年間）
、

子育て支援課

ーへ電話、または直接
（日・月曜日

スポーツ安全保険料800円、1回

☎32-8034 N34-4379

を除く）

無料体験可

民間の放課後児童クラブでも利用

【足に合った靴選び】

申込 平日
（月曜日を除く）
13：00～17：

受け付けを行います。空き状況や利用

内容 フットケアトレーナーによる子ど

00、 土・日曜日9：00～12：00、

料、申し込み方法など、詳しくは直

もの足に合った靴の選び方につい

13：00～17：00に参加費を添え

接、各民間放課後児童クラブへお問い

ての講義

て、なかよしクラブへ直接。体験

合わせください。
【対象児童クラブ】

日時 12月9日(木)10：00～11：00
場所 子育て総合支援センター

●キッズクラブ・クックバラ
（ベル三好

対象 0歳児以上の子とその保護者

幼稚園）
三好丘4-1-4 ☎36-8699

定員 抽選で15組

●キッズクラブ・クックバラみよし
（キ

申込 11月25日
（木）～12月2日（木）9：

費用 1人15円

ッズハウスみよし）
三好丘1-11-5 ☎

00～16：00に子育て総合支援セ

36-3131

ンターへ電話、または直接
（日・月

●エジソンハウス
（桃山幼稚園）
西陣取

曜日を除く）

山26-1 ☎32-4443
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

は電話でも可。

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ協会事務局長
お ぐ り よしひろ

小栗義広さん ☎・N34-3657

スポーツ
バレトン教室
（後期）
なかよしクラブ

三好中学校内

☎・N34-1771

が別途必要な場合があります）
。

内容 男女別16ホールのストロークプレ

ー
（男女優勝～8位・ラッキー賞・ホ
ールインワンゲームあり）
日時 11月19日
（金）8：00（受け付けは8

育児講座

：00～、予備日は11月26日
（金）
）

子育て総合支援センター

場所 三好公園陸上競技場

☎34-1250 N34-0501

対象 市内在住・在勤

【乳幼児の緊急手当て】
内容 消防署員による乳幼児に起きやす

費用 300円
（当日集金）

バレエとフィットネスを組み合わせ

申込 11月5日
（金）ま で に 行 政 区、 住

い身近な事故やけがの対処方法、

た運動をしてみませんか。

所、氏名、生年月日、電話番号を

応急処置、救急救命などについて

日時 1 1月5日・19日、12月3日・17

記入し、グラウンド・ゴルフ協会

日、令和4年1月7日・21日、2月4

事務局へファクス、またははがき

日時 12月3日(金)10：00～11：00

日・18日、3月4日・18日 の 金 曜 日

（〒470-0214 明知町砲録山2-262

場所 子育て総合支援センター

19：30～20：30

の講義

対象 0歳児以上の子とその保護者

場所 三好下公民館

小栗方 グラウンド・ゴルフ協会事務
局宛）

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。

スポーツ
第32回みよし市スポーツ協会総合体育大会
スポーツ協会

総合体育館内 ☎32-8027 N34-6030

スポーツ協会加盟団体が、それぞれの競技の大会を開催します。応援にぜひお越しください。
【開催日程】
競技名

会場

陸上

三好公園陸上競技場

11月6日（土）

ソフトボール

三好公園陸上競技場

11月7日（日）

バドミントン

総合体育館アリーナ

11月7日（日）

ゲートボール

サンパワーゲートボール場

11月12日（金）

テニス

三好公園テニスコート

11月13日（土）

軟式野球

三好公園野球場

11月14日（日）

バレーボール
（男子）

総合体育館アリーナ

11月14日（日）

ソフトテニス

三好公園テニスコート

11月14日（日）

少林寺拳法

総合体育館剣道場

11月14日（日）

空手道

黒笹小学校体育館

11月14日（日）

インディアカ

北部小学校体育館

11月14日（日）

弓道

三好公園弓道場

11月14日（日）

バレーボール
（女子）

総合体育館アリーナ

11月21日（日）

市内中学校体育館

11月28日（日）

バスケットボール

総合体育館アリーナ

※剣道、グラウンドゴルフは開催済みです。
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広報みよし

開催日

2021 年 11 月号

12月5日（日）

ゴルフ講座追加募集

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

な）
、学校名、学年、電話番号を

②グーグルプレイ

明らかにして三好さんさんスポー
ツクラブへ電話、またはメール

市制施行70周年プラス1記念
事業かきつばた
「オンライン」
マラソン大会
刈谷市かきつばたマラソン実行委員会
事務局

刈谷市スポーツ課内

② TATTA
Google Play

伝言板
しょうのうファーム勉強会

一緒に学んでみませんか。お気軽に

ご参加下さい。

☎0566-63-6040

内容 マインドフルネスを超えた呼吸法

の勉強会
追加募集を行います。お気軽にお申

日時 11月10日
（水）
18：30～20：30

し込みください。

場所 サンアート研修室

日時 

講師 は したにクリニック院長の端 谷
たけし

● 火曜日コース…11月9日・16日・30
日、12月7日・14日・21日の火曜日19：

はしたに

毅さん
（一般社団法人しょうのうフ

第49回かきつばたマラソン大会の

ァーム理事長）

00～20：30

開催は見送り、代替開催としてオンラ

定員 先着100人

●土曜日コース…11月6日・13日・20

イン大会を開催します。お気軽にご参

対象 市内在住

日、12月4日・11日・18日の土曜日15：

加下さい。

申込 11月9日
（火）まで氏名、所属
（学

00～16：30

内容 下 記期間内に1日1km以上、累計

場所 コンフォートゴルフクラブ三好
対象 中学生以上
定員 先着で各10人
費用 費用は以下のとおり

【参加費】
4,500円

10km以上走ること

費用 500円

校名、施設名、父兄など）を記入
し一般社団法人しょうのうファー

期間 令 和4年2月6日
（日）0：00～19日

（土）23：59

ムへメール（{ shounoufarm@
gmail.com）

対象 ランネットからエントリーでき、

TATTA（無料アプリ）
のインストー
ルが可能な人

空き家・相続相談会

毎月第2金曜日に、行政書士、一級

定員 先着で500人

建築士による空き家・相続に関する相

①中学生500円、②高校生～64歳

費用 1,000円

談会を行っています。お気軽にご参加

1,500円、③ 65歳以上1,000円

申込 11月18日
（木）20：00～12月20

下さい。

【後期入会費】

【スポーツ安全保険料】

日
（月）
23:59にランネ

日時 11月12日
（金）10：00～12：00

①800円、②1,850円、③1,200円

ット
（h t t p s : // r u n n e t .

ボール代が別途必要。1回無料体験可

jp/)からエントリー

申込 各参加日の3日前までの火・木曜日

他 TATTAをインストール

9：00～15：00または水・金・土曜
日9：00～12：00に氏名（ふりが

場所 サンライブ2階研修室
ランネット

対象 市内在住

費用 無料

申込 不要。会場へ直接
しまふじひでのぶ

①アップル

問合 島 藤英信さんへ電話
（☎080-5127① TATTA Apple

1221）

有料広告
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