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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
春の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　4月1日(木)から10日(土)まで、春の
安全なまちづくり県民運動が展開され
ます。昨年から被害額が増加傾向にあ
る「特殊詐欺」や、過ごしやすい気候に
なるにつれて多発する傾向にあるつき
まといなどの子どもが被害に遭う犯罪
に注意しましょう。

【運動重点】
●特殊詐欺の被害防止
●子どもの犯罪被害防止

春の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　4月6日(火)から15日(木)まで、春の
全国交通安全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。

【運動重点】
●�子どもと高齢者をはじめとする歩行
者の安全の確保
●自転車の安全利用の推進
●�歩行者などの保護をはじめとする安
全運転意識の向上

後付け安全運転支援装置
設置費補助事業
防災安全課
☎32-8046  N76-5702
　市では高齢者のブレーキとアクセル
の踏み間違いによる事故を抑止するた
め、後付け安全運転支援装置設置費用
に対する補助を行います。
内容 �国土交通省の性能認定を受けた、

後付け急発進等抑制装置（ペダル
踏み間違い急発進等抑制装置）

対象 �自家用車に安全運転支援装置を設
置する個人で、次の全てに該当す
る人

●�市内に住所を有し、申請年度中に
65歳に到達する
●自動車運転免許証を保有する
●�補助対象車両の自動車検査証に記載
された使用者である
●市税および自動車税を滞納してない
補助 �補助対象経費の10分の9（1，000
円未満切り捨て、上限6万円）（補
助は1人1台まで）

申込 �令和4年3月31日（木）までに、交
付申請書兼実績報告書（防災安全
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、
必要書類を添えて、防災安全課へ
直接

※設置日から3カ月以内に提出してく
ださい。

NPO・協働相談
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
　市民活動を始めたい、現在の活動を
活性化したい、さまざまな団体とつな
がりたいなど、NPO法人あいちNPO
市民ネットワークセンター専門スタッ

フが相談に応じます。
日時 �毎月第1木曜日13:30～16:30
場所 �市役所3階協働推進課　費用 �無料
申込 �前日までに協働推進課へ電話、ま
たは直接

市民人材バンク
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
　知識や技能を生かして指導してみま
せんか。特に、外国語の翻訳ができる
人の登録を必要としています。指導レ
ベルは問いません。指導分野につい
て、詳しくはホームページをご覧くだ
さい。また市民活動で指導者が必要な
ときは、市民人材バンクをご利用くだ
さい。

【指導者の登録】
対象 �市民活動に理解があり、特技や知
識を生かして市民に指導していた
だける人（宗教、政治、営利目的
の活動を除く）

【市民人材バンクの利用】
対象 �市内在住・在勤・在学の個人、また
は市内で活動する団体

【登録・利用の申し込み】
　申込書（協働推進課で配布、ホーム
ページからダウンロード可）に必要事
項を記入し、協働推進課へ直接

　年度始めは、多くの人が入学、就職など新しい生活をスタ
ートさせる時期です。不慣れな道を行き交うドライバーや歩
行者などが多くなります。心にゆとりを持った安全運転を心
掛け、交通事故を1件でも減らしていきましょう。4月は業
務中における交通死亡事故の割合が高い月です。事故類型別

心にゆとりを持って安全運転を

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

では出合い頭の事故や追突事故が多発しています。各事業所は業務で車
を運転する人へ注意喚起をお願いします。

※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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男女共同参画交流ネットへの
登録団体・グループ募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
対象 �次の条件の全てに該当する団体、
グループ（特定の宗教および政治
団体を除く）

①�主に市内在住・在勤・在学の3人以上
で構成
②主に市内で活動
③男女共同参画を推進、実践
④活動実績が1年以上
支援 �団体間の交流機会の提供、みよ
し男女共同参画交流ネット通信
などによる登録団体の紹介、男
女共同参画に関する情報提供、
自主講座に対する講師料の補助
（上限2万円）他

申込 �申込書（協働推進課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、前年度活動
実績と会員名簿を添えて協働推
進課へ直接

男女共同参画審議会委員募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
内容 �男女共同参画の推進に関する施
策の審議

期間 �選任日～令和5年3月31日
対象 �次の全てに該当する人
�①男女共同参画について関心がある
②市内在住で18歳以上
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年1回）
④�他の審議会委員、国家公務員および
地方公務員でない
⑤�過去に当審議会の委員となったこと
がない

定員 �2人　選考 �書類選考
報酬 �会議1回につき7,000円
申込 �4月30日（金）までに申込書（様式
自由）に住所、氏名、電話番号、
生年月日、職業、志望理由（簡潔
に記入）を明らかにしてレポート

（1,000字程度。テーマ「私の考え
る男女共同参画」）を添えて協働推
進課へ直接

※申込書およびレポートは返却しませ
ん。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

多文化共生ボランティア
協働推進課
☎32-8025  N76-5702

　さまざまな文化や価値観を認め合う
まちづくりに向けた多文化共生事業に
協力してくださるボランティアを募集
します。
内容 �外国人のための日本語指導、通訳・
翻訳、ホームステイの受け入れ

申込 �登録用紙（協働推進課で配布、ホ
ームぺージからダウンロード可）
に必要事項を記入し、協働推進課
へ直接

市営住宅空室待ち
入居者募集
都市計画課
☎32-8023  N34-4429
場所 �明知住宅（3DK）、福谷住宅（3DK、
2DK、シルバーハウジング）、莇
生住宅（3DK（16戸）改修工事の
ため8月初旬入居開始予定）

対象 �申込日時点および入居順位到来時
点で次の全てに該当する人

①市内在住、または在勤
②市税を滞納していない
③�現に同居、または同居しようとする
親族（内縁関係にある人（婚約者を含
む））がいる

※福谷住宅の2DK、シルバーハウジ
ングは除きます。
④�現に住宅に困窮している
⑤��申込者（同居親族を含む）が暴力団員
でない
※全ての住宅に所得要件があります。
※福谷住宅の2DK、シルバーハウジ
ングは、年齢などの制限があります。
申込 �4月5日（月）～16日（金）9：30～16：
00に申込用紙（都市計画課、サン
ネットで配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、都市計画課へ直接

※入居順位は4月26日（月）11：00に住
宅ごとに抽選を行い決定します。抽選
による入居順位は令和4年3月末日ま
で有効で、空室ができ次第、書類審査
後に入居することができます。

生涯学習推進事業
への補助
生涯学習推進課 サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　生涯学習活動を積極的に推進する団
体、または新たに生涯学習活動を始め
る団体に、生涯学習活動にかかる費用
を補助します。
内容 �次のすべてに該当する団体
①�会則などを有し経理などの機能が確
立している
②�団体の本拠地としての事務所などの
場所および活動場所を市内に有して
いる
③�設立3年以内で継続して同じ活動を
している
④�構成人数が10人以上であり、かつ
構成員の3分の2以上がみよし市在
住である
⑤�政治、宗教または営利活動を目的と
しない

補助 �補助対象経費の2分の1(上限33,7
　　50円)
申込 �申請書（生涯学習推進課で配布、
ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、生涯学
習推進課へ直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
エコエネルギー促進事業補助金
環境課  ☎32-8018��N76-5103
対象 �次の条件を
　　満たす個人、
　　または事業者
①�市内在住、または市内に事務所を有
する事業者
②市税などを滞納していない
③�対象となる住宅用システムを新設、
Z
ゼ ッ チ
EHを新築で購入、低公害車を新
車で購入した人、または自らの事業
用に供する目的で低公害車を新車で
購入した事業者

補助 �次のとおり
【住宅用システム（個人）】
①�太陽光発電システム…システム出力
1kwあたり4万円（上限5kw20万円）
②�燃料電池システム…本体および設置
費の10％（上限15万円）
③�蓄電システム…本体および設置費の
10％（上限15万円）
④�H

ヘ ム ス
EMS…本体および設置費の10％

（上限1万円）
⑤�電気自動車等充給電設備…本体およ
び設置費の10％（上限5万円）
⑥ZEH…定額40万円
※①・③・④、または、①・④・⑤の組み
合わせで同時に申請する場合、定額
15万円を加算します。
※ZEHの補助を申請する場合、加算
制度の対象となりません。
【低公害車（個人・事業者）】
①�燃料電池自動車…車両本体価格の
5%（上限35万円）
②�電気自動車・プラグインハイブリッド
車…車両本体価格の5%（上限15万円）
③超小型電気自動車…上限5万円

【外部給電用コンセント（個人）】
AC100V・1500W以上で、容易に取
り外せない給電コンセント…設置費用
（上限1万円）

申込 �4月1日（木）以降に、申請書（環境
課で配布、ホームページからダウ

※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。

ンロード可）に必要事項を記入し、
添付書類を添えて環境課へ直接

※予算がなくなり次第、受け付けを終
了します。

狂犬病の予防集合注射
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。市では狂犬病の予防集合注
射を行います。注射当日は、あらかじ
め郵送した登録確認通知書(はがき)に
必要事項を記入して、必ずお持ちくだ
さい。動物病院でも同じ期間内で注射
を受けられます。この場合も登録確認
通知書をお持ちください。
日時 �下表のとおり
日時 時間 場所

4月
12日
（月）

10：00～10：20 西一色ふれあい会館
10：30～10：50 三好下公民館
11：00～11：20 東山児童館
11：30～11：50 新屋児童館
13：00～13：20 明知下公民館
13：35～13：55 打越公民館

4月
13日
（火）

10：00～10：20 三好丘集会所
10：30～10：50 三好丘緑集会所
11：05～11：40 黒笹公民館
13：00～13：35 福谷公民館
13：45～14：05 莇生公民館

費用 �3,500円(狂犬病予防注射代2,950
円、注射済票交付手数料550円)

※犬の新規登録が必要な場合は、別途
3,000円が必要です。
他 �犬が死亡した場合や、飼い主の住
所が変更した場合などは、環境課
へ届け出が必要

犬・猫の避妊去勢手術費補助
環境課  
☎32-8018��N76-5103
対象 �次の全てに該当する人
①�市内在住
②�飼育する犬や猫を開業獣医師により
手術した
③市税などを滞納していない

④�犬については、登録および狂犬病予
防注射を実施している

補助 �犬…避妊手術費の2分の1（上限
5,000円）、去勢手術費の2分の1
（上限3,000円）、猫…避妊手術費
の2分の1（上限4,000円）、去勢
手術費の2分の1（上限2,000円）

申込 �手術実施後180日以内に申請書(環
境課で配布、ホームページからダ
ウンロード可)に必要事項を記入
し、環境課へ直接

緑のカーテン用苗の無料配布
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　夏の省エネルギーや、地球温暖化防
止策の一環として「緑のカーテン設置
事業」を実施しています。今年は、ゴ
ーヤの苗2株、きゅうりの苗2株、小
玉すいかの苗2株を配布します。ぜひ
お申し込みください。
日時 �5月9日（日）9：00～10：00
場所 �市役所正面駐車場
対象 �市内在住で成長記録および写真を
提出できる人

定員 �先着で150世帯
申込 �4月12日（月）～5月7日（金）に環境
課へ電話、メール、ファクスまた
は直接

消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　通信販売のトラブルや架空請求、送
りつけ商法などの悪質商法や商品に関
する消費生活上のトラブルに、専門の
相談員が相談に応じます。
日時 �月・水曜日9：00～12：00、木・金
曜日13：30～16：30

場所 �市役所4階相談室11　費用 �無料
相談 �産業課へ電話、または直接

個人ページ 事業者ページ

ホームページ
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農業支援ボランティアの募集
産業課  
☎32-8015��N34-4189

　農繁期などに農作業の手助けを必要
とする農家に対し、農業支援をしてい
ただけるボランティアと、ボランティ
アの受け入れ農家を募集します。
内容 ��土作り、種まき、植え付け、施
肥、草取り、収穫、販売補助など

時間 ��8：00～17：00頃の間（ボランティ
アと受け入れ農家で決定）

対象 �ボランティア…18歳以上で農業
に興味がある健康な人（20歳未満
は保護者の同意が必要）、受け入
れ農家（法人含む）…市内に10a以
上の農地を持ち自ら農業を営ん
でいる農家

申込 �申請書（産業課で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）に必要
事項を記入し、産業課へ直接

鳥獣被害防止対策事業
補助金
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　市内で農業を営む人を対象に鳥獣被
害防止対策のための資材購入に対して
補助金を交付します。
対象 �市税を滞納していない、市内で農
業を営む人、または農業者団体
(共同で鳥獣被害防止施設を設置
する3戸以上の農業者、農地所有
適格法人および認定農業者）で次
の全てに該当する対象物を購入予
定の人

【対象物】
①令和3年4月1日以降に購入
②市内の農業振興地域内の農地に設置
③�鳥獣類の農地への侵入防止を目的
に設置する資材(電気柵、ワイヤー

メッシュ柵、鳥侵入防止網など)
補助 �補助対象経費の2分の1（上限5万
円(農業者団体は15万円)）

申込 �資材購入前に、交付申請書（産業課
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、設
置場所の位置図、購入資材の見積
書、構成員名簿(農業者団体が共
同で設置する場合)を添付し、産
業課へ直接

農畜産資源を活用した
6次産業化の補助金　
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　6次産業化を推進するため、新商品
開発や販路開拓の事業計画を募集•選
考し、採用された事業に補助金を交付
します。
対象 �市税などを滞納していない、市内
在住の農業者または市内に事務所
がある中小企業者

【対象事業】
　令和3年度中に完了する次のいずれ
かに該当する事業
①�新商品開発事業…新商品、新サービ
スなどの研究•開発を行う
②�販路開拓事業…開発した新商品、新
サービスまたは農業者が自ら生産し
た農畜産資源の販路拡大のために行
う展示会への出展など

補助 �①10万円以上50万円以内（補助
率2分の1以内）、②5万円以上20
万円以内（補助率2分の1以内）

申込 �事業計画書（産業課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、産業課へ直接

ジョブサポートみよしの相談
ジョブサポートみよし　ふれあい交流
館内  ☎33-1860  N32-8222
　ジョブサポートみよしでは、さまざ
まな相談を行っています。お気軽にお
越しください。
内容 �①就労相談…全国のハローワーク
の求人情報の検索や職業に関す

る相談など、②若者のための職
業相談、③巡回労働相談…職場
や仕事についての困りごと相談

日時 �①平日9：00～17：00、②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～、③毎月第2
火曜日13：00～、14：00～、15：
00～

場所 �ふれあい交流館1階
対象 �①・③どなたでも可、②15～49
歳の若者とその家族　

申込 �①不要。会場へ直接、②・③前日ま
でにジョブサポートみよしへ電話

学校ボランティアの募集
学校教育課　
☎32-8026��N34-4379
{gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【学校安全ボランティア】
　子どもたちが事件や事故に巻き込ま
れることなく安心して過ごせるよう、
各小学校の安全対策活動に協力してい
ただける人を募集します。
内容 ��登下校時のパトロール、各ポイン
トや軒先での声掛け活動など

期間 ��4月～令和4年3月の活動できる日
申込 �4月1日(木)以降に申込用紙（学校
教育課、各小学校で配布）に必要
事項を記入し、各小学校へ直接

【学校支援ボランティア】
　児童生徒の教育活動や支援の充実、
円滑な学校運営の推進を図るために活
動していただける人を募集します。
内容 ��授業補助、部活動補助、図書室
補助、読み聞かせ・読み語り、学
校生活に関わることなど

申込 �登録票（学校教育課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、学校教育課
へメール、または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
狭あい道路
拡幅整備の補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　住宅が密集し道路幅員が狭く、災害
時などに緊急車両の円滑な通行ができ
ないなどの事態を解消し、安心･安全
なまちづくりを推進することを目的
に、補助金を交付します。
内容 �次のとおり
①�建築行為に伴い道路後退用地を寄付
する場合に、㋐後退道路用地確定に
伴う測量および分筆登記費用・㋑後
退用地内にあるフェンスおよび塀な
どの撤去費用の一部を補助
②�すみ切り用地を寄付した場合に、奨
励金を交付

補助 �次のとおり
�㋐1件あたり上限70万円
㋑間口1ｍあたり1万円（上限10万円）
②�固定資産税評価額を敷地面積で割り
返した1㎡あたりの額に、すみ切り
用地の面積を掛けた額の2分の1

申込 �申請書（道路河川課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、道路河川課へ
直接

雨水貯留タンク
設置事業補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　雨水の有効活用を図ることで、河川
などへの急激な雨水の流出を抑制し、
洪水や浸水被害を軽減することを目的
に、家庭用の雨水貯留タンク（地上据置
型、貯水容量100リットル以上の市販
されている未使用品）の設置に補助金を
交付します。
対象 �市内在住で市税の滞納がなく、住
宅（店舗などとの併用住宅を含
む）に雨水貯留タンクを設置する
人（補助は、当該年度につき1世

帯当たり1基まで）
補助 �雨水貯留タンク設置に係る材料
費・工事費の2分の1（1,000円未
満切り捨て、上限2万円）

申込 �購入前に、申請書（道路河川課で配
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、道路河
川課へ直接

※事業完了後15日以内、または当該年
度の3月15日のいずれか早い日までに、
事業実績報告書の提出が必要です。

審議会・協議会委員の募集
長寿介護課  ☎32-8009��N34-3388
内容 �次のとおり
①�みよし市介護保険運営審議会委員…
介護保険事業計画の見直しに関する
調査および審議
②�みよし市地域包括支援センター運
営協議会委員…センターの設置、廃
止、運営に関する事項などの調査お
よび審議
③�みよし市地域密着型サービス運営審
議会委員…地域密着型サービス事業
者および地域密着型介護予防サービ
ス事業者の指定など、地域密着型サ
ービスに関する調査および審議
※①・②・③は兼任です。
期間 �委嘱日～令和6年5月31日
対象 �次の全てに該当する人
�①介護保険制度について関心がある
②市内在住で20歳以上
③�平日の昼間に開催する会議に出席
できる（令和3年度2回、令和4年度
2回、令和5年度5回の予定、1回当
たり約1時間30分）
※各会議は同日に開催されます。
④�国家公務員、地方公務員、および市
議会議員でない
⑤�過去に当審議会の委員となったこと
がない

定員 �2人　選考 �書類選考
報酬 �会議1回につき7,000円
申込 �4月20日（火）までに申込書（様式自
由）に住所、氏名、電話番号、生年
月日、職業、志望理由（簡潔に記

入）を明らかにしてレポート（1,000
字程度。テーマ「介護保険制度につ
いて」）を添えて長寿介護課へ直接

※申込書およびレポートは返却しませ
ん。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

避難行動要支援者名簿
への登録
福祉課
☎32-8010  N34-3388
　災害が発生したときに、自分の力や
家族の介助だけでは避難することが難
しい人の名簿を作成し、災害時には地
域の皆さんの力をお借りして、迅速な
避難を支援できる仕組みづくりをして
います。
対象 �次のいずれかに該当する人で名簿
に未登録の人（自宅で生活してい
る人に限る）

①�身体障がい者手帳を持っている（肢
体不自由の障がい1～3級、または
視覚・聴覚障がい1、2級）
②療育手帳を持っている（A判定）
③�介護保険の要介護認定を受けている
（要介護3～5）
④難病患者で自ら避難することが困難
⑤上記以外で名簿への登録を希望する
申込 �登録同意書（福祉課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入して、福祉課へ郵
送または直接

緑化補助制度　
公園緑地課  
☎32-8024 �N34-4189
　都市緑化と都市環境の改善を目的に
市内の民有地の建物・敷地に行う緑化
や、市内の公有地で住民団体が行う植
栽などの活動にかかる費用を補助しま
す。着手前に申請書類の提出が必要
で、着手後の申請は受け付けできませ
ん。詳しくはホームページをご覧くだ
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。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103
●譲ります　保育園のスモック、大人
用パンツ・オムツ・パッド（すべて未使
用）、介護用シャワーチェア、浴槽用
すべり止めマット
●譲ってください　ガソリン式ミニ耕
運機、保育園のスモック・体操服

【譲りたい場合】
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

【譲ってほしい場合】
　4月5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
※登録期間は3カ月です。

シルバー人材センター入会説明会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831

内容 �事業について、入会の要件、登
録手続きの進め方など

日時 �①4月～9月の毎月第３水曜日14：
00から1時間程度、②4月・6月・8
月の第4水曜日14：00から1時間
程度

場所 �①生きがいセンター「太陽の家」、
②ビジターセンター（カリヨンハ
ウス内）

対象 �市内在住で60歳以上の、健康で
働く意欲のある人

申込 �不要。開催日に会場へ直接

社会福祉協議会会員募集
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588��N34-5860　
　社会福祉協議会（以下「社協」）は、地域
の福祉を推進するため社協事業に賛同い
ただける、会員を募集しています。社協
は、地域と密着して社会福祉活動を推
進する営利を目的としない民間組織で
す。行政区を通じ、全世帯を対象に会
員募集の案内をさせていただきますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

愛知中部水道企業団土地売払い
愛知中部水道企業団
管財検査課
☎38-0149
　企業団が所有する土地を売り払いし
ます。詳しくはホームページをご覧く
ださい。
場所 �みよし市東山台28-5（実測地積
1,679.9ｍ2）

催し・講座
春期日本語ボランティア入門講座
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　日本語を指導するボランティアにな
りませんか。
日時 �5月8日～7月3日の毎週土曜日（5

月22日、6月19日を除く）13：00
～14：30（全7回）

場所 �市民活動センター1階多目的室2
対象 �講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人

※外国語能力は問いません。
定員 �先着で6人　費用 �無料　
申込 �4月23日（金）までに協働推進課へ
電話、または直接

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎課程）
福祉課  ☎32-8010��N34-3388

　聴覚障がいのある人の生活に関する
知識と、日常生活での初歩的なコミュ
ニケーション支援が行える手話技術の
習得を目指します。
日時 �入門課程…5月12日～9月15日の
水曜日10：00～12：00（全19回）、
基礎課程…9月22日～3月23日の
水曜日10：00～12：00（全24回）

場所 �サンライブ多目的室（予定）
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上
定員 �各20人（定員を超えた場合、受講
理由を基に選考）

費用 �無料（テキスト代3,300円が別途
必要）

申込 �４月16日（金）までに申込用紙（福
祉課で配布）に必要事項を記入
し、福祉課へ直接

　　有料広告

ホームページ
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催し・講座
シルバー直売会
シルバー人材センター
☎34-1988��N34-2831

　シルバー人材センターでは、年に7
回直売会を開催しています。四季折々
の草花や手作りの木工製品を販売しま
す。ぜひお越しください。
日時 �4月15日(木)、5月14日（金）、6
月15日（火）9：00～15：30

場所  生きがいセンター「太陽の家」

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎0561-38-2229
内容 �ゆかたを使った夏のパンツ作り
日時 �4月22日（木）13：30～15：30
場所 �尾三衛生組合エコサイクルプラザ
定員 �20人　費用 �500円　託児 �あり
申込 �4月11日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

史跡八橋かきつばたまつり
知立市観光協会  ☎0566-83-1111

　「伊勢物語」の昔から、人々を魅了し
てきた八橋のかきつばたを堪能しませ
んか。観光ガイドボランティアによる
案内や、夜間照明を行います。
日時 �4月25日（日）～5月20日（木）（夜間
照明は日没後～20：00）

場所 �八橋かきつばた園（知立市八
やつはし
橋町

寺
じ な い
内61-1、名鉄三河八橋駅から

徒歩8分）
他 �駐車場料金300円（有料日は5月2
日～5日・8日・９日・16日）

健康・福祉
介護サービス事業所の開所
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　みよし市第7期高齢者福祉計画兼介
護保険事業計画に基づいて市が指定し

た「認知症高齢者グループホーム（認知
症対応型共同生活介護）」と「地域密着
型特別養護老人ホーム（地域密着型介
護福祉施設入所者生活介護）」が次のと
おり開所します。
内容 �①認知症高齢者グループホーム、
②地域密着型特別養護老人ホーム

日時 �4月1日（木）から
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
対象 �①市内在住で要支援2以上の認定
者、②市内在住で要介護3以上の
認定者

定員 �①18人、②29人
※利用料金など詳しくは施設へ電話
（☎56-3552）してください。

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。
内容 �介護者交流会
日時 �4月23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

※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。

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

4月22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

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、音楽
との触れ合いなど

4月8日（木）・18日（日）・
28日（水）13：30～16：
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
師や社会福祉士などによ
る相談

4月8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（参加希望者はみ
なよし地域包括支援セン
ターまで電話）

4月27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

4月の認知症カフェ

※内容は変更となる場合があります。

　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。認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。
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社会福祉協議会からのお知らせ
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860

【高齢者運転免許自主返納支援】

対象 �次の全てに該当する人
①�自主返納申請時に65歳以上
②�自主返納申請時に運転免許証に記載
の住所がみよし市
③�自主返納を申請した日から1年以内
④�公安委員会へ運転免許の取り消し通
知書の交付を申請し、交付されてい
る

補助 �交通系ICカード1枚（3,000円）、さ

んさんバス回数券（2,000円分）
申込 �運転免許の取り消し通知書の写し
を持って、社会福祉協議会へ直接

【地域福祉活動助成】
　法人格を持たない任意の団体または
特定非営利活動法人が市民と連携し取
り組む地域福祉活動を支援します。
※営利活動、政治や宗教などと連動す
る事業などは対象外です。
補助 �初回申請…団体15万円以内、年
間5団体まで、継続申請…2年目
以降1団体10万円以内(継続申請
の限度は4年)

【ガソリン助成】
対象 �次の全てに該当する人
①市内在住
②�身体障がい者手帳の等級区分1～2
級の下肢障がいがある
③�運転免許証を所有し、当該者名義の

自家用車を所有・使用する
補助 �年額5,000円
申込 �障がい者手帳・免許証・車検証の写
し、住民票（初回申請者のみ）を持
って、社会福祉協議会へ直接

【録音物・点字物の郵送・貸し出し】

　視覚障がいのある人に、社協だよ
り、広報みよしなどを録音したCDや
点字点訳書をお届けします。
申込 �社会福祉協議会へ直接

子育て
親子ルームの参加受け付け 子育て総合支援センター  ☎34-0500  N34-0501

時間 �10：00～11：00
対象 �市内在住の未就園児とその保護者。各ルームの対象は次のとおり
●�あかちゃんルーム…令和2年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�ぴよちゃんルーム…平成31年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�わくわくルーム…平成31年4月1日以前に生まれた子とその保護者
定員 �表のとおり　費用 �各ルームとも1回1人15円（傷害保険料）
申込 �4月13日（火）10：00～14：00に希望する支援センター・保育園へ直接

�みなよし…みなよし地区子育て支援センター（打越保育園内）
なかよし…なかよし地区子育て支援センター（子育て総合支援センター内）
きたよし…きたよし地区子育て支援センター（莇生保育園内）

三好丘…三好丘地区子育て支援センター（みどり保育園内）
黒笹…黒笹地区子育て支援センター（黒笹保育園内）
天王…天王保育園

親子で遊びながら、
友だちをつくりませんか？
子育てを一緒に楽しみましょう！

※1…9：30～10：30、11：00～12：00、※2…9：45～10：45、11：00～12：00の2教室実施します。

開催日 場所 定員

第1火曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

みなよし※1 各10組

第2火曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

黒笹※2 各7組

第3火曜日 三好丘（第1
子のみ対象） 10組

● あかちゃんルーム
開催日 場所 定員

第1水曜日

なかよし 15組

みなよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

第2水曜日

なかよし 15組

黒笹 15組

きたよし※1 各5組

第3水曜日
天王 15組

三好丘 10組

● ぴよちゃんルーム
開催日 場所 定員

第1木曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

第2木曜日
黒笹 15組

きたよし※1 各5組

第3木曜日

天王 15組

みなよし 15組

三好丘 10組

● わくわくルーム
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子育て
放課後児童クラブの支援員募集
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　市では放課後児童クラブの運営を民
間事業所に委託しています。詳しくは、
各事業所へお問い合わせください。
申込 �次の事業所へ電話
●株式会社明日葉（☎052-746-9231）

クラブ名 場所
北部児童クラブ 北部児童クラブ
天王児童クラブ 天王児童クラブ
三好丘児童クラブ 三好丘小学校
緑丘児童クラブ 緑丘小学校

●�シダックス大新東ヒューマンサービ
ス株式会社（☎0574-23-1041）

クラブ名 場所
中部児童クラブ 中部児童クラブ
南部児童クラブ 南部小学校
三吉児童クラブ 三吉児童クラブ
黒笹児童クラブ 黒笹小学校

スポーツ
スポーツ大会出場選手激励金
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　全国大会・世界大会に出場
する選手および団体に出場激励金を支

給します。
対象 �4月1日～令和4年3月31日に全国
大会・世界大会に出場する、市内
在住・在学の選手および団体

申込 �大会などの開催前日までに交付申
請書（スポーツ課で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）に必要事
項を記入し、予選大会の開催要
項、結果資料、大会の内容がわか
る資料、出場登録を証する資料を
添えてスポーツ課へ郵送（〒470-
0224�三好町池ノ原1）、または直接

※交付対象となる大会などについて、
詳しくはホームページの交付要綱でご
確認ください。

※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。

　前期スポーツ教室の参加者を募集します。新たに成人スポーツ教室が始まります。
場所 �総合体育館　対象 �市内在住・在勤・在学・在園の人

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料 ②

幼児の親子
体操教室

6月2日～30日の水曜日10：
00～11：30 親子で一緒にでき

る軽運動、親のス
トレッチ運動

平成29年4月2日～平
成31年4月1日生まれ
の幼児とその保護者

23組
1組

1,550円7月7日～8月4日の水曜日10：
00～11：30 23組

幼児体育
教室

6月2日～7月7日（6月9日 を
除く）の水曜日①15：00～
15：45、②16：00～16：45 ボール・とび箱・マッ

ト・鉄棒・大縄跳びで
楽しく運動する

①�平成28年4月2日～
平成29年4月1日生
まれの幼児
②�平成27年4月2日～
平成28年4月1日生
まれの幼児

各33人

1,350円
7月14日～8月11日の水曜日
①15：00～15：45、②16：00
～16：45

各33人

スタンツ
教室

5月22日～7月17日（6月12
日・26日、7月3日・10日を除
く）の土曜日13：30～15：00 とび箱・マットで楽

しく運動する 小学1～3年生

20人

900円
7月24日～8月28日（8月7
日を除く）の土曜日13：30～
15：00

20人

成人スポーツ
教室

6月4日～7月2日の金曜日19：
30～20：30 ボクシングエクサ

サイズで身体を動
かす

平成11年4月1日以前
に生まれた人

10人

2,620円
7月9日～8月13日（7月30
日を除く）の金曜日19：30～
20：30

10人

ホームページ

令和3年度前期スポーツ教室　スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030

申込 �4月30日(金)までに次のいずれか
①�申込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サンネットで配布、ホームページ
からダウンロード可)に必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三好

▲�幼児の親子体操教室

町池ノ原1）（必着）、ファクス、直接、または市役所2階教育委員会、サ
ンネットへ直接
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）

ホームページ
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スポーツイベント
ボランティア
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　体育祭やマラソン駅伝大会など、市
内のスポーツイベントにボランティア
として参加してみませんか。
内容 �会場設営、交通整理、調理接待、運
営補助、受け付け、アナウンスなど

申込 �登録用紙（ホームページでダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
スポーツ課へメール、ファクス、
または直接

テニス協会の教室・大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
{i-nagayama@tim.hi-ho.ne.jp

【前期硬式テニス教室】
内容①初心者クラス、②初級者クラス
日時 �5月11日～6月29日までの毎週火
曜日19：00～21：00（全8回）

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学の①初心者、
②初級者

定員 �先着で各15人　費用 �7,000円
申込 �4月11日（日）9：00以降にテニス
協会へメール、または総合体育館
へ直接

【テニス選手権シングルステニス大会】
部門 �男子の部、女子の部
日時 �6月5日（土）9：00～（予備日12日
（土））

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会登録者

費用 �1,000円（本年度協会未登録者は
会費500円が別途必要）

申込 �4月25日（日）までにテニス協会へ
メール、または総合体育館へ直接

ソフトテニス連盟の教室・大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
【アウトドアソフトテニス教室】

日時 �4月6日～10月26日までの毎週火
曜日19：00～21：00

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学��費用 �100円
申込 �不要、会場へ直接

【市長杯ソフトテニス大会】
部門 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①5月8日（土）、②5月9日（日）9：
00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �4月23日（金）までに総合体育館へ
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
内容 �スクールバス添乗員

勤務 �①7：35～9：05、②14：35～16：
05の計3時間、①・②のどちらか
だけも可

期間 �4月～令和4年3月（応相談）
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 �数名　選考 �面接
申込 �随時、三好特別支援学校へ電話

伝言板
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 �4月4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）

新規市民農園の利用者募集
　NPO法人みよし協働農園
の会が運営する農園で野菜作
りをはじめませんか。随時、
現地での説明を受け付けています。お
気軽にご連絡ください。
内容 �1区画30㎡（5×6m）
募集 �30区画　場所 �打越町石坂地内
費用 �年額1区画6,000円、2区画8,000
円、3区画10,000円

申込 �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

    4 木
火

   1
    4

2021

　　有料広告

ホームページ

ホームページ


