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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
住民票の写しなどの交付に係る
本人通知制度
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　住民票の写しや戸籍謄本などを本人
以外の第三者に交付した場合に、事前
に登録した人に対してその事実を通知
する制度を実施しています。これによ
り、住民票の写しなどの不正請求や不
正取得の早期発見などが可能になりま
す。
内容 �住民票（除票を含む）の写し、戸籍
（除籍を含む）の謄本・抄本・同附票
の写し、住民票または戸籍の記載
事項証明の種別・交付日・通数・請
求した第三者の種別の通知

※国や地方公共団体からの請求などの
場合は除きます。
期間 �登録日から3年間。希望により更
新も可能（手続きが必要）

対象 �市の住民基本台帳または戸籍に
記載されている人（過去に記載さ
れていた人）

申込 �次の書類をそろえて市民課へ直接
（サンネットは不可）

●�本人…本人確認書類（運転免許証・マ
イナンバーカード・パスポートなど）
●�代理人…代理人の本人確認書類と委
任状（委任状の様式は任意）

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧に関する実施状況の公表
市民課��☎32-8012  N32-8048
内容 �令和3（2021）年4月1日から令和
4（2022）年3月31日までの次の閲
覧状況の公表

●�閲覧の請求を行った国、または地方
公共団体の機関の名称、閲覧の申し

出を行った法人の名称および代表者
などの氏名
●�請求事由、または利用の目的の概要
●閲覧の年月日
●閲覧に係る住民の範囲
期間 �8月1日（月）～26日（金）
場所 �市役所1階市民課

個人事業税第1期分の
納税
愛知県豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7482
　個人事業税の第1期分の納期限は、
8月31日（水）です。8月中旬に県から
納税通知書をお送りしますので、納期
限までに納付をしてください。
　納税通知書には第1期分と第2期分
の納付書が同封されますので、納付に
当たっては、納付書をお間違いのない
ようにご注意ください。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。

夏の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702
　8月1日(月)から10日(水)まで、夏
の安全なまちづくり県民運動が展開さ

れます。自動車盗などの盗難被害にあ
わないために、短時間でも車から離れ
るときは必ずエンジンキーを抜き、ド
アは施錠するなど注意しましょう。

【運動の重点】
●特殊詐欺の被害防止
●侵入盗の防止　
●自動車盗の防止
●子どもと女性の犯罪被害防止

「文芸みよし」の公募
文化協会　サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　文芸みよしの発刊に伴い、詩・エッ
セイ（800字以内）を公募します。
申込�8月31日（水）までに応募用紙（様
式は自由）に住所、氏名、年齢ま
たは年代、連絡先を記入の上、文
化協会（〒470-0224三好町湯ノ
前114）へ郵送、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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月は二輪車運転者の交通事故死が年間で最も多い月※で
す。中でも速度超過による二輪車死者は全体の4割以上とな
っています。また8月は人身事故のうち速度超過による交通
事故件数が多くなる傾向があります。このため県警では速度

速度を落として運転しましょう

ホームページ

違反の取り締りを強化します。お出掛けの際は速度を落とし安全運転を
徹底するようお願いします。
　この時期は暑い日が続き体力の消耗が激しくなるので、疲れる前にこ
まめに休憩を取り、安全運転を心掛けましょう。
※過去5年間に愛知県内で発生した交通事故などの分析結果より
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農地の適正管理
農業委員会��☎32-8015  N34-4189
　農業者の高齢化や後継者不足などの
理由により、耕作されない農地（遊休
農地）が増加しています。遊休農地が
増加すると雑草・雑木が繁茂し、病害
虫や火災の発生原因となる恐れがあり
ます。また有害鳥獣の発生や産業廃棄
物などの不法投棄の原因にもなると考
えられ、周辺農地や近隣住民に迷惑を
及ぼします。農業委員会では法律に基
づき、8月から10月までに市内全ての
農地の利用状況を調査します。調査の
ため、農地内へ立ち入る場合がありま
すがご理解とご協力をお願いします。
　農地を所有する人は、耕作や耕うん、
除草など適正な管理をお願いします。

町なかアートギャラリー
2022出品者募集
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
石川家住宅　☎・N32-3711

　みよし市指定文化財石川家住宅内の
主屋、座敷、井戸場、東蔵で自作の作
品を展示しませんか。
期間�10月20日（木）～11月6日（日）の水

　　・木・土・日曜日
募集 �絵画、写真、彫

ちょうそ

塑、書、工芸品な
どで、発表、未発表は問わず60点
程度（1人2点まで）

※雨に濡れてもよい作品は屋外（庭園
など）に展示できます。
対象 �市内在住・在学・在勤で18歳以上
費用 �無料
申込�8月6日（土）～9月22日（木）に申込
書（歴史民俗資料館および石川家
住宅で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入の
上、歴史民俗資料館へ郵送、ファ
クス、メール、または直接。また
は石川家住宅へ直接

「子どもの人権110番」強化週間
名古屋法務局人権擁護部
☎052-952-8111（内線1471）
　いじめ、虐待など、子どもの人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどについ
て人権擁護委員および法務局職員が電
話相談に応じます。秘密は守られます
ので、お気軽にご相談ください。
日時 �8月26日（金）～9月1日（木）8：30～
19：00（8月27日（土）・28日（日）
は10：00～17：00）

相談 �相談専用電話☎0120-007-110

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
水槽（高さ42cm×奥行40cm×幅115cm）

【譲ってください】
北部小学校体操服上下（夏服・冬服共に
140cm、150cm）、家庭用ミシン、固

形せっけん、北中学校学生服・体操服
【交渉の流れ】
　希望者は8月8日（月）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

特設法律相談
市民課  ☎32-8012��N32-8048
　相続、贈与、生活トラブルなどの法
律に関しての悩みや困りごとの相談に
弁護士や司法書士が応じます。
日時 �9月2日（金）13：30～16：30（1回
30分）

場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �6人
申込 �8月15日（月）～29日（月）に市民課
へ電話、または直接

ひとり親全力サポートキャンペ
ーン　ハローワーク豊田臨時窓
口の設置
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400　部門コード41♯ 
日時 �8月3日（水）・5日（金）9：30～12：
00

場所 �市役所2階子育て支援課
対象 �市内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父で児童扶養手当を受給して
いる、または同程度の所得の人

ホームページ

　　有料広告
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お知らせ
第18回友好の森ふれあいツアー
の参加者募集
産業課　☎32-8015  N34-4189
{sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　長野県木
き そ

曽郡木
き そ ま ち

曽町の三
み た け

岳地区にあ
る「みよし市友好の森」での、森林散策
や除間伐作業の体験を通して、環境保
全や森林の大切さを楽しみながら知る
ことができるツアーを開催します。
内容 �森林散策や、木の幹や枝を切るな
ど除間伐作業による森の環境保全
活動および御岳ロープウェイ乗車
体験（天候により木工品作りなどに
変更の場合あり）�

日時 �8月27日（土）7：30～19：15（天候
などにより帰着予定時刻に変更あ
り）

※みよし市役所発着のバスで移動しま
す。
場所 �みよし市友好の森（長野県木曽郡
木曽町三岳1-11）、御岳ロープウ
ェイ（長野県木曽郡木曽町三岳1）

対象 �市内在住・在勤・在学の小学生以上
で介助なしで行動できる人（小学
生は保護者の同伴が必要）�

定員 �抽選で20人

費用 �大人1,000円（小中学生500円）�
持物 �弁当、水筒、マスク、健康保険
証、敷物、作業のできる服装、長
靴、ヘルメット、軍手、雨具など

申込 �8月12日（金）までに住所、氏名、
年齢、学年（小中学生のみ）、電話
番号を明らかにして、産業課へ電
話、ファクス、電子メール、また
は直接

公募第27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6日（火）から11日（日）まで開催
するみよし美術展の作品を募集します。
部門 �洋画、日本画（水墨画を含む）、彫
刻、写真、陶芸（1人1点、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14日(金)～30日(日)（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4日（日）13：00～15：
00にサンアートへ直接搬入してくだ
さい。

第６回中京都市圏パーソントリ
ップ調査にご協力ください
都市計画課　☎32-8021　N34-4429
　愛知県では、外出行動における交通

手段の利用状況など、皆さんの1日の
交通の実態を把握し、今後のまちづ
くりなどに活用するため、9月～11月
にかけて交通に関する調査を実施しま
す。無作為に抽出させていただいた世
帯に案内はがきをお送りいたしますの
で、本調査へのご協力をお願いいたし
ます。
問合 �中京都市圏パーソントリップ調査
サポートセンター（☎0120-052-
133）、または愛知県都市計画課
へ電話�（☎052-954-6516）

公務員採用制度合同説明会
自衛隊豊田地域事務所
☎0565-32-7384 
内容 �勤務内容や受験要領などの紹介
職種 �自衛官、警察官、消防士、海上保
安官、刑務官

日時 �8月21日（日）9：30～12：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �高校生から29歳程度（保護者の同
伴可）

※各官署で採用年齢上限が異なります。
定員 �先着で50人
申込 �自衛隊豊田地域事務所へ電話

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港総合案内所
☎0568-28-5633
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より自家用車での来港が増加していま
す。お盆期間中は、空港駐車場が満
車になる恐れがあります。空港へお越
しの際は公共交通機関もご利用くだ
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。

    8 月
土

   1
    8

2022

　　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。
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471-8525�豊田市栄
えいせい

生町2-1）、ファク
ス、またはメール

母子家庭など
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコンや調剤薬局事務、介護職
員初任者研修などの講習会を実施しま
す。詳しくは愛知県母子・父子福祉セ
ンターのホームページをご覧ください。
対象 �県内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父および寡婦の人で全日程出
席できる人

申込 �8月5日（金）～26日（金）に受講申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

親子映画鑑賞会　
教育行政課　☎32-8028��N34-4379

　
　｢家庭の日｣推進事業の一つとして、
親子映画鑑賞会を行います。
内容�「S

シ ン グ
ING　ネクストステージ」

日時�9月3日(土)午前の部…10：00開演、
午後の部…13：30開演

場所サンアート大ホール
費用無料（ただし、整理券が必要）
※整理券の配布は8月8日（月）8：30か
ら教育行政課（8月9日（火）以降は教育
行政課、サンアート受付およびサンネ

ット）で配布（1人5枚まで）します。

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　N38-6222
内容 ��着物地を使ったベスト作り
日時 ��9月15日、10月13日の木曜日13：
30～15：30（両日の参加が必要）

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17人　
費用 �1,200円　託児あり
申込 �9月4日（日）までに尾三衛生組合エ
コサイクルプラザへ電話

国際芸術祭
「あいち2022」
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　3年に1度の国際芸術祭「あいち2022」
が開幕しました。「S

スティル
TILL�A

ア ラ イ ブ
LIVE　今、を

生き抜くアートのちから」というテーマ
のもと、国内外から100組のアーティ
ストが集結。詳細は公式サイト（https:
//aichitriennale.jp/）をご覧ください。

開館40周年記念特別展「スタッ
フが選んだ40の出来事」
碧南海浜水族館　☎0566-48-3761
　珍しい生き物の捕獲例、展示水槽の
改修などの話題、大人気のペーパーキ
ャップ誕生秘話など40周年にちなみ
40個のトピックスを紹介します。
日時 �10月30日（日）まで
場所 �碧南海浜水族館（碧南市浜

はままち

町2-3）
費用 �入館料大人500円、小人200円

催し・講座
ロビーコンサート
サンアート��☎32-2000  N32-3232
日時 �8月18日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料
出演 �①アンサンブル（へりて～じ）、②
サックスとピアノ（船

ふなくら

倉一
かずまさ

将・坂
さかくら

倉
皓
こうへい

平）、③合奏（岡
おかもと

本ハーモニカク
ラブ）

豊田高専の公開講座
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828
N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp　
①【夏目漱石『それから』の世界　－「新
しい男」の誕生と恋の行方－】
日時 ��9月8日(木)10：00～12：00
場所 ��豊田産業文化センター（豊田市小

こ

坂
ざかほんまち

本町1-25）
対象 �どなたでも可　定員 �抽選で20人
費用 �無料
②【高専生とスノードーム作り＆稲刈
りに挑戦】
日時 �9月23日（祝）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

さ さ ど

戸町（名鉄豊田市駅集合）
対象 �小学4～6年生　定員 �抽選で12人
費用 �500円　

【申込】
①は8月31日（水）、②は9月11日（日）ま
でに申込用紙（豊田工業高等専門学校
総務課で配布、ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入の上、豊
田工業高等専門学校総務課へ郵送（〒
　　有料広告

公式サイト

ホームページ

ホームページ

　　©�2020�Universal�Studios.�All�Rights�Reserved.
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催し・講座
愛知やきものヒストリー2022
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150
　愛知県は歴史的にもやきもの作りが
盛んな地域で、古代・中世にはみよし
もその中心地でした。こうした文化に
ついてより多くの市民・県民に親しみ
ながら学んでもらえるよう、県内の博
物館などの施設20館が協力して、共
通テーマ展示「学芸員おススメのやき
もの」や「やきものシールラリー」を行
います。みよし市立歴史民俗資料館で
は次のとおり開催します。
日時 �9月4日(日)までの9：00～16：30
（祝日を除く毎週月曜日休館）

費用 ��無料
【共催館】
愛知県陶磁美術館、瀬戸蔵ミュージア
ム、岩崎城歴史記念館、豊田市民芸館、
豊田市郷土資料館、三河天平の里資料
館、豊橋市美術博物館、蒲郡市博物館、
幸田町郷土資料館、西尾市資料館、西
尾市塩田体験館、知立市歴史民俗資料
館、安城市埋蔵文化財センター、とこ
なめ陶の森　資料館、大府市歴史民俗
資料館、東海市立平洲記念館･郷土資料
館、知多市歴史民俗博物館、半田市立
博物館、東浦町郷土資料館（うのはな館）
※共催館の詳細は各館へお問い合わせ
ください。

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
　求人票から会社を深く知るコツにつ
いて学びませんか。
日時 ��9月20日（火）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 ��特定社会保険労務士の小

お や ま だ
山田政

まさよし
義

さん
対象 ��就職活動中の人（年齢不問）
定員先着で10人　費用無料

申込 ��8月1日（月）～9月14日（水）の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

女性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
　自分に合った職種って何、女性が活
躍しているお仕事の面接を想定した模
擬面接のセミナーを開催します。　
日時 �9月27日(火)10：00～11：30
場所 �ジョブサポートみよし
対象 �就職を希望する女性
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �8月1日(月)～9月21日(水)の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

豊田市コンサートホール・
能楽堂の催し
豊田市コンサートホール・能
楽堂　☎ 0565-35-8200

【パイプオルガンを楽しむための講座　
第2回「フランクを導いた　フランス・ロ
マン派オルガンの秘密」】
内容 �生誕200周年のフランクをはじめ、
フランスオルガン史を輝かせたオ
ルガンのお話とパイプオルガン演奏

日時 �8月27日（土）14：00開演
講師 ��宮城学院女子大学音楽科講師の小

お

野
の

なおみさん
費用 �全席自由1,000円（25歳以下500
円、未就学児入場不可）　

【知りたい！　子どものための楽しくラ
シック♪　「キミも音楽博士」】
内容 ��理科の時間で音階を作ってみまし
　　ょう、詩の時間がつまんないなん
　　て言わせない他
日時 �8月31日（水）11：00開演
講師 ��作曲家でピアニストの加

か と う

藤昌
まさのり

則さん
費用 �全席指定1,000円（小・中学生500
円、未就学児入場不可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール（豊田市西

にし

町
まち
1-200 豊田参合館8階）

申込電話、ホームページ、または直接

サンリオファミリーミュージカ
ル ピューロマスケティア
～3人のやさしい銃士たち～
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　名作文学「三銃士」をテーマにサンリ
オキャラクターたちが繰り広げるオリ
ジナルストーリーのファミリーで楽し
めるミュージカルです。
日時 �����10月8日（土）午前の部…11：00（10
　　：00開場）、午後の部…14：00（13：
　　00開場）
場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定席一般3,000円
※3歳以上有料、3歳未満の子どもは
保護者の膝上で座席を使用しない場合
は無料です。ただし保護者1人につき
子ども1人までです。
申込 �8月21日（日）10：00～サンアート
に直接

※プレイガイドなどでの販売もありま
す。

三好大提灯まつりを開催します
三好稲荷閣　☎32-3000　
　三好稲荷閣境内に世界最大の吊り下
げ式提灯である高さ約11メートルの
迫力ある大提灯が掲げられる「三好大
提灯まつり」が開催されます。20日は
三好いいじゃんまつりと併せて楽しむ
ことができます。
日時 ��前夜祭…8月20日（土）17：00～21：
00、本祭り…8月21日（日）13：00

　　～21：00（両日とも少雨決行、荒天
　　時中止）
※花火の打ち上げは実施しません。
場所 �三好稲荷閣

※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

©�2022�SANRIO�CO.,�LTD.�APPROVAL�NO.�P140708-5�
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図書館読書啓発事業　近代文学
を読む「高村光太郎『智恵子抄』
への道－「僕等」の愛と自然」
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　「新しい女」として注目されていた智
恵子と光太郎の愛の形と、智恵子が直
面した葛藤を当時の時代背景を踏まえ
て読み解きます。
日時 �9月1日(木)10：00～11：30
場所 �サンライブ3階会議室
講師 �豊田工業高等専門学校准教授の
山
やまぐち
口比

ひ さ
砂さん

対象 �どなたでも可
定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �8月10日(水)以降の9：00～20：30
（日曜日は17：30まで）にサンライブ
2階総合案内へ電話、または直接

三河一色大提灯まつり
西尾市観光文化振興課　
☎0563-65-2169
　450年以上の歴史を誇る由緒ある祭
りです。6組12張の大提灯に御神火が
入ると古式豊かな時代絵巻が漆黒の夜
空に浮かび上がります。ぜひお越しく
ださい。
日時 �8月27日（土）大提灯つり上げ…8：
00、火入れ式…19：00、28日（日）
大提灯降納…17：00

場所 �三河一色諏訪神社（西尾市一
いっしき

色町
一
いっしきみやぞえ

色宮添129）

健康・福祉
ヘルスパートナー養成教室
健康推進課　保健センター内　
☎34-5311　N34-5969
　市の健康づくりボランティアとして
活動しませんか。第11期生の募集を開
始します。
日時 �下表のとおり

日　時
9月8日（木）
10：00～11：30

11月25日（金）
13：00～16：00

10月7日（金）
9：00～12：00

12月7日（水）
10：00～12：00

10月中
9：00～12：00

令和5（2023）年
1月6日（金）
8：30～17：00

11月10日（木）
10：00～11：30

令和5（2023）年
2月下旬予定

場所 �保健センター他　定員 �抽選で20人
対象 �市内在住で健康づくりに関心があ
り、養成教室後はボランティアと
して活動できる人

申込 �8月19日（金）までに保健センターへ
電話、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、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～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �8月26日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �家族を介護している人
申込 �不要。当日、会場へ直接

関節リウマチ市民公開講座
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711　
N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
日時 �10月8日(土)14：30～16：30
場所 �豊田加茂医師会講堂（豊田市西

にしやま
山

町3-30-1）
費用 �無料　定員 �先着で50人
申込 �8月17日（水）9：00以降に住所、
氏名、電話番号、講座名、参加人
数を明らかにして豊田加茂医師会
へ電話、ファクスまたはメール

がんサポートほっとライン
愛知県（NPO法人ミーネット受託）
☎052-684-8686
　愛知県では、がんのピアサポーター
が患者さんとその家族を対象に、がん
の不安や悩み、がん患者の会・医療機
関の情報などについて電話相談を行っ
ています。お気軽にご相談ください。
日時 �毎週火・木曜日、月2回指定する
土曜日10：00～12：00（受け付け
は11：30まで）、13：00～16：00

　　（受け付けは15：30まで）

市民病院コーナー 市民病院内　総合診療科 　☎33-3300　N33-3308

　毎日厳しい暑さが続いていますが、皆さん体調はいかがですか。さて、この時期最も気を付
けたい「熱中症」について、注意すべき点を2つお話しします。1つ目は水分補給です。熱中症
の症状が出た時はもちろん、そうなる前にしっかり水分を取る習慣をつけることが大切です。
その際の水分はナトリウムなどの電解質を含んだ経口補水液（例えばOS-1など）をお薦めしま
す。通常のスポーツドリンクは熱中症の予防には有効ですが、糖質が多いため、大量に摂取す

稲
いなぐま

熊里
り か

香医師

熱中症に気をつけて

るとケトーシスという別の病気を引き起こすことがあり、注意が必要です。２つ目は高体温に対して解熱薬を飲んで
も効果が期待できないことです。熱中症の症状が出た際には、直ちに全身のクーリングをしましょう。とくに血流の
多い首の両脇や腋の下を冷やすと有効といわれています。また頭痛や吐き気、倦怠感、集中力や判断力の低下の症状
は「熱疲労」と呼ばれ、速やかな医療機関への受診が必要となります。直ちに点滴の対応をしますので、病院までご連
絡ください。日頃の体調管理をしっかり行い、暑い夏を乗り切りましょう。
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健康・福祉
w

ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe　みんなの認知症
コミュニティカフェ「脚を鍛え
て転倒防止対策！」
おかよし地域包括支援センター　
☎33-4177　N36-2878
　夏バテ予防のポイントも聞いてみよ
う！
日時 �8月8日（月）14：00～
場所 �三好丘旭1-4-8
対象 �どなたでも可　費用無料
講師 �管理栄養士の松

まつばら

原萌
もえ

さん、西
に し お

尾佳
か

七
な こ

子さん　
申込 �不要。当日、会場へ直接

移動支援従事者（ガイド
ヘルパー）養成研修
福祉課　
☎32-8010　N34-3388
　市内の障がい福祉事業所で活躍する

移動支援従事者（ガイドヘルパー）の資
格を取得することができる研修です。
日時�講義（オンラインか対面を選択）…
9月10日（土）9：00～17：00、17
日（土）9：00～17：30、演習（対面）
…9月または10月で6時間程度を
予定

場所 �社会福祉法人あさみどりの風（三
好町西荒田28）

定員 �先着で１５人　費用 �2,000円
申込 �9月2日(金)までに氏名、年齢、電
話番号を明らかにし、社会福祉法
人あさみどりの風ヘ電話、ファク

　　�ス（☎・N33-5633）、メール（{
　　warabi@kazewarabi.com)、申し
　　込みフォーム、または直接

子育て
小学校就学時健康診断・知能検査
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和5（2023）年度に小学校へ入学す

る子は、健康診断と知能検査を受ける
必要があります。案内を9月中旬に各
保育園・幼稚園で配布、または学校教
育課から送付しますので、必ず受診し
てください。

親子リトミック
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501

日時 �8月23日（火）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
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 �8月9日（火）～16日（火）（日・月曜日
を除く）9：00～16：00に子育て総
合支援センターへ電話、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。

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽、
ゲームなど（8日は「脚を鍛
えて転倒防止対策！」を開
催。詳細は上記参照）

8月8日（月）・18日（木）・
28日（日）14：00～15：
30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包括
支援センター
☎33-4177

オリーブ※ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

8月25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

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師
や保健師などによる相談

8月18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（23日は「よく噛んで介
護予防」の講座を開催。詳
細は下記参照）

8月23日（火）
10：00～11：00

サンライブ講座
室兼音楽室1・2 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

8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。

※オリーブは、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

認知症カフェオレンジ茶房で「よく噛んで介護予防」の講座を開催します
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �8月23日（火）10：00～11：00　
場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　対象 �どなたでも可　
費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　「よく噛んで食べること」は、健康な体を作り認知症
の予防にもつながります。歯科衛生士の話を聞き、口
からの健康づくりに取り組んでみませんか。

申し込み
フォーム
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令和4（2022）年度就学義務猶
予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された人などに
対し、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するために国が行う試験
です。合格した人には高等学校の入学
資格が与えられます。
日時 �10月20日（木）
対象 �次のいずれかに該当する人
①�就学義務猶予免除者または就学義務
猶予免除者で、令和5（2023）年3月
31日までに満15歳以上になる
②�保護者が就学させる義務の猶予また
は免除を受けず、かつ令和5（2023）
年3月31日までに満15歳に達する人
で、その年度の終わりまでに中学校
を卒業できないと見込まれることに
ついてやむを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた
③�令和5（2023）年3月31日までに満16
歳以上になる（①および④に該当す
る人を除く）
④��日本の国籍を有しない人で、令和5
（2023）年3月31日までに満１５歳以
　上になる
試験 ��国語、社会、数学、理科、外国語
　　（英語）
申込 �9月2日（金）までに出願書類（文部
科学省および愛知県教育委員会で
配布）を文部科学省宛てに書留で
郵送

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。
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  9月10日（土）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人

申込  8月20日（土）（日・月曜日を除く）ま
での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

幼稚園の入園受け付け　
みよし市私立幼稚園協会
　令和5（2023）年4月に入園する新入
園児の願書を受け付けます。詳しくは
各幼稚園へお問い合わせください。
受付 �10月1日（土）（一部の幼稚園は10月
3日（月））から（願書は9月1日（木）か
ら各幼稚園で配布）

【市内の私立幼稚園一覧】
●三好桃山幼稚園
　西陣取山26-1　☎32-2500
●三好文化幼稚園
　三好町弥栄40-1　☎32-2561
●東山幼稚園
　三好町東山435　☎32-2241
●ベル三好幼稚園
　三好丘4-1-4　☎36-1800
●三好丘聖マーガレット幼稚園
　三好丘桜1-9　☎36-8373
●まこと第二幼稚園
　莇生町池下8-1　☎34-3354

親子ビクス
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内 
☎36-5722   N36-5108
日時  9月1日（木）10：00～11：00
場所  黒笹保育園遊戯室
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  8月18日（木）～25日（木）9：00～
16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

あそびとおもちゃ
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
内容  遊びと発達について
日時  9月8日（木）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳以上の未就園児とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  8月25日（木）～9月1日（木）9：00
～16：00に三好丘地区子育て支
援センターへ電話、または直接

スポーツ
第16回三好池Eボート交流会
カヌー協会　三好池カヌーセ
ンター内
☎32-8558  N32-8699
内容 �①小学生の部…200m、②一般(中
学生以上）男子・女子の部…400m
でチーム対抗によるレース競技（男
女混合チームは男子の部とする）

日時 �10月2日（日）9：00～15：30（雨
天決行）

場所 �三好池カヌー競技場
対象 �1チーム10人で、事前練習会に1
回以上の参加ができるチーム（全
員がEボート乗艇経験がある、前
回大会までの参加経験があるチー
ムはこの限りではない）

※事前練習会は9月10日（土）・11日（日）
の、第1回10：00～11：30、第２回14
：00～15：30に行います。
費用 ��①小学生の部1チーム2,500円、
　　②一般の部1チーム3,500円
申込 �8月2日（火）～31日（水）の9：00～
16：30に申込書（カヌー協会およ
び総合体育館で配布）に参加費を
添えてカヌー協会へ直接

他 �ボート、パドル、ライフジャケッ
トは主催者で用意

ホームページ
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スポーツ
クラブ30周年3世代ウォ
ーキングサッカー交流会
名古屋グランパス
{academy@nagoya-grampus-eight.
co.jp
　名古屋グランパスのコーチによるサ
ッカーイベント。家族3世代が共に体
を動かしながら世代間交流を図り、楽
しくみんなで笑顔になりませんか。
日時 �9月4日（日）9：00～11：00（少雨決
行）

※中止の場合は前日に参加者へ連絡し
ます。
場所 �旭グラウンド
対象 �年長～小学生3年生とその親およ
びその祖父または祖母（市内在住・

在勤者を必ず1人含むこと）
定員 �抽選で20組程度（3～6人1組）
費用 �無料
申込 �8月14日（日）までに左記の申し込
みフォームへ入力、または総合体
育館へ直接

採　用
介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）（会計年度任用
職員）
長寿介護課　みなよし地域包括支援セ
ンター　市民病院内　　　
☎33-3502 �N33-3501
勤務 �1日7時間45分以内で週35時間以
内

期間 �10月1日～令和5（2023）年3月31
日（雇用開始日は応相談）　　　

※雇用期間満了時に業務成績により、
2回に限り選考によらず再度の任用が
できます。その後も継続して任用を希
望する場合は、選考を受けることがで
きます。
資格 �次の全てに該当する人
①�介護支援専門員（ケアマネジャー）の
資格を有する
②�普通自動車運転免許を有し、近隣市
町まで運転できる
③パソコン操作ができる
人数 �1人　選考 �書類および面接
申込 ��9月9日（金）までにみよし市会計
年度任用職員登録申込書（令和4
（2022）年度）（みなよし地域包括
支援センターで配布、ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、みなよし地域包括支
援センターへ直接

※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。

ホームページ

種目 �次のとおり

日時 �9月17日、10月1日の土曜日17：00～19：00
場所 �三好公園陸上競技場

練習会

選考会

日時 �9月3日～1月12日の毎週木・土曜日17：30～18：30
場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住で下記の選考会に出場する人

第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会練習会・選考会　
スポーツ協会　総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030
　令和5（2023）年1月14日（土）開催の第15回愛知県市町村対抗
駅伝競走大会に出場しませんか。　

ホームページ

対象 �次のいずれかに該当する人
①選考会に１回以上参加できる
※選考会に参加できない場合は、他の公式競技会の結果
を提出することで選考会に参加したものとみなします。
②�10月1日現在、市内在住（県内の小・中・高校生は保護者
の居住地がみよし市）
③�他市町村、他県在学・在住で出身中学校が市内である
※2回実施する選考会の記録をもとに選手候補者を各区
2人選出します。
申込 �9月10日（土）までに申込書（総合体育館で配布、ホ
ームページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、総合体育館へ直接

※別途、スポーツ傷害保険への加入が必要です。大会の
開催可否により中止する場合があります。

費用 �高校生以上…3,000円、中学生以下…2,000円
申込 �8月2日（火）～25日（木）に参加費を添えて、総合体育
館へ直接

種目 距離

小学生男子・女子 1,200m

中学生男子・女子 3,000m

一般（平成16（2004）年4月1日以前に生まれ
た）女子、40歳以上（昭和58（1983）年1月14
日以前に生まれた）男女不問

5,000m
ジュニア（平成16（2004）年4月2日～平成19
（2007）年4月1日までに生まれた）男子・女子、
一般男子

申し込み
フォーム
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市民病院職員
市民病院
☎33-3300　N33-3308

【令和4（2022）年度常勤職員、会計年
度任用職員】
職種 �①看護師、②看護助手
対象 �①看護師の資格を有する人、②介
護福祉士の資格を有するまたは介
護職員初任者研修修了者の資格を
有する人（無資格でも可）

定員 �若干名
選考 �書類審査、面接試験　採用 �随時
申込 �提出書類（市民病院で配布の募集案
内、またはホームページを参照）を
そろえて、市民病院管理課へ直接

他 �院内保育所完備
【令和5（2023）年度常勤職員】

職種 �臨床検査技師
対象 �昭和54（1979年）年4月2日以降に
生まれ、臨床検査技師の資格を有
するまたは取得見込みの人

人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
試験 �9月下旬予定
採用 �令和5（2023）年4月1日（土）
申込 �8月31日（水）までに提出書類（市民
病院で配布の募集案内、またはホ
ームページを参照）をそろえて、市
民病院管理課へ直接

他 �院内保育所完備

伝言板
文化庁伝統文化親子教室事業
灰
かいゆう

釉陶
と う き

器づくり体験
　平安時代にみよし市で焼かれていた
灰釉陶器を全3回で制作します。陶器
づくりを体験してみませんか。
日時 �8月20日・27日・9月10日の土曜日
10：00～12：00（全3回への参加
が必要）

場所サンライブ3階美術室
対象小・中学生　定員先着で15人
費用 500円
申込 ��８月8日（月）～12日（金）にみよし猿
投古窯研究会へ電話（☎090-3443-
4048または、☎090-8545-0023）

ヨガの神髄、沖ヨガ
　今回の講師は、皮膚を引っ張って血
液の流れを良くする整膚などを教えて
いる92歳で現役のヨガの先生。手や
足、耳を触って活き活きと心地よい呼
吸をして寝たきりにならない生き方を
教わります。
日時 �8月10日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �NPO法人ホロス健康センター理
事長の川

かわさき
崎嘉

よし こ
子さん

定員 �先着で50人　費用  500円
対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに氏名、連絡先を記入し
てみよし市こころと地域研究会の
端
はしたに
谷毅

たけし
さんへファクス（N33-5381）、

　　またはメール（{hashitani.clinic@
　　gmail.com）

週末型ゆる森「水は最高
の遊び道具！」
　親子で自然の中で思いっ
きり水遊びしませんか。
日時 �8月27日（土）10：30～12：30
場所 �三好丘緑地
対象 �未就学児とその保護者（きょうだい
の参加も可）

定員8組程度　
費用 �1組1,000円
申込 ��親子の名前、年齢、電話番号を明
らかにして、森のようちえんてん
とうむしへメール（{2021tentou

������mushi@gmail.com）

文化庁伝統文化親子教室事業
みよし親子箏

そうきょく

曲教室「お箏
こ と

をひき
ましょう」
　日本の伝統楽器である箏の歴史や由
来を知り、実際に弾いて簡単な曲を演
奏してみませんか。
日時 �8月6日・20日、9月18日、10月
22日、11月26日、12月18日、
令和5（2023）年1月28日の土・日
曜日10：00～12：00

場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室
講師 �生田流筝曲沢井箏曲院教授の水

みずの
野

静
しず え
江さん

対象 �5歳～高校生（経験者・保護者も参
加可）

費用3,000円
申込 ��随時。みよし箏曲普及会の水

みずの
野久
ひさし

さんへ電話（☎73-8193または☎
090-2775-8193）、またはメール
（{okoto-sizue@docomo.ne.jp）

ホームページ

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページ


