※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
日7日前までに担当課へお申し出ください。

MIYOSHI Information
お知らせ
特設税務相談の開設

市民課 ☎32-8012 N32-8048
相談内容の秘密は固く守られますの
で、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

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。

地震対策を推進するため、タンスや冷

この調査は、国が実施する統計調査

蔵庫など家具4点までに家具転倒防止

のうち、統計法により特に重要なもの

器具の取り付けを無料で行います。

とされる
「基幹統計調査」です。調査結

対象 市内在住で、次のいずれかに該当

果は雇用政策、経済政策などの企画・
立案のための基礎資料として活用され

する世帯
①満65歳以上の人のみで構成

ます。調査の対象になった世帯には調

②身体障がい者手帳1級･2級､ 療育手

査員が伺いますので、調査の趣旨をご

帳A判定･B判定､ 精神障がい者保健

税に関しての悩みや困りごとの相

福祉手帳1級･2級の所持者がいる

談に、一般社団法人FPみよしネ

③介 護保険法に基づく要支援･要介護

ットワーク協会会員税理士などの
相談員が応じます。
回30分）
場所 市役所2階202会議室

象外です。

対象 市内在住・在勤

定員 抽選で15世帯

定員 先着で6人

申込 9 月1日
（木）～30日（金）に、申請

申込 9月20日
（火）～10月4日
（火）に市

民課へ電話、または直接

書
（防災安全課で配布、ホームペ

全国交通安全運動が展開されます。一
人一人の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、

【譲ります】
cm）
、エプソン純正プリンタインク70L

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9月7日
（水）
以降に環境課へ
電話連絡後、登録者と直接交渉し、結

クス、または直接

9月21日(水)から30日(金)まで、秋の

N76-5103

【譲ってください】

費用 無料

事項を記入し、防災安全課へファ

防災安全課  ☎32-8046 N76-5702

☎32-8018

（黒・ライトシアン・シアン）

ージからダウンロード可）に必要

秋の全国交通安全運動

「譲ります」
「譲ってください」

水槽
（高さ42cm×奥行40cm×幅115

で構成
※過去にこの事業を実施した世帯は対

費用 無料

理解いただき、ご協力をお願いします。

環境課

認定者のみで構成
④中学生以下の子どもとその母親のみ

日時 10月7日
（金）13：30～16：30（1

果を環境課へ連絡

令和4(2022)年就業構造
基本調査

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間

企画政策課  ☎32-8005 N76-5021
総務省統計局では、日本の就業・不

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

啓発放送や立哨活動などを行う予定で

就業の実態を明らかにすることを目的

申込 品 名とその詳細情報
（品質状態、

す。

として、10月1日現在で就業構造基本

購入年月日など）
を明らかにして、

調査を実施します。

環境課へ電話、または直接

【運動の重点】
●子どもと高齢者をはじめとする歩行
者の安全確保
●夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
防止および飲酒運転の根絶
●自転車の交通ルール遵守の徹底

防災安全課  

ホームページ

災害時要配慮者世帯の家庭における
2022 年 9 月号

還付金詐欺にご注意ください
還付金詐欺は市役所の職員などを名乗り
「医療費の
払い戻しがある」などと言ってATMを操作させ、現金
を振り込ませる手口です。犯人は被害者を人目のつか
の金融機関ATMへ誘導し、必ず携帯電話で指示します。ATM付近で

☎32-8046 N76-5702

広報みよし

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

ない独立型ATMや商業施設のATM、営業時間終了後

家具等転倒防止器具
取り付け事業

22

■市役所への郵送物は、郵便番号
（〒470-0295）

通話をしている人を見かけたら声掛けをお願いします。

STOP！

ATMでの携帯電話

いで安定した水と災害に強い山」にす

屋外広告物適正化旬間
都市計画課  

☎32-8021 N34-4429

るため、植林など山の管理や上下流の

費用 無料
（テキスト代が別途必要）

交流に努めています。水と山への感謝

申込 不要。開催日に会場へ直接

ホームページ

の気持ちを持ち上下流交流イベントへ

9月1日から10日は
「屋外広告物適正

の参加、基金への寄付などにご協力く

化旬間」です。屋外広告物法および愛
知県屋外広告物条例では、看板や張り
紙などの屋外広告物について、設置や
管理・点検のルールを設けています。

就職氷河期世代就職支援事業
就職氷河期世代就職支援
事業運営事務局

じて設置の許可を受けてください。看

☎052-561-1446

愛知県事業「就職氷河期世代の就職

行い、必要に応じて専門業者に点検・

サポート」では、就職氷河期世代(33

補修を依頼し、看板の安全を確保して

～51歳)の正社員を目指す求職者を募

ください。

集中です。ビジネスマナー、履歴書添
削、面接練習などプログラムが充実。
しっかり寄り添ってサポートします。

都市計画課  ☎32-8021 N34-4429

最長2カ月のトライアル勤務を行い、

天王地区における、用途地域の変更

見極め期間を経て直接雇用を目指す事

したので、次のとおり説明会を開催し
ます。
日時 9月30日
（金）
19：00～
場所 市役所3階研修室1

矢作川水源基金からのお知らせ
公益財団法人矢作川水源基金事務局
☎0564-23-2645
矢作川は、長野県、岐阜県、愛知県
を流れる全長118kmの河川で、飲料

買い求めいただけます。
日時 9月10日
（土）9：00～11：30（雨

天開催）
場所 イオン三好店アイ・モール駐車場

第2回野菜づくり講習会
緑と花のセンター

☎34-6111  N34-6161

外国人のための日本語教室

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702
日時 次のとおり

●水曜教室…10月5日～令和5(2023)

大根、白菜、ブロッコリーの苗の植
え付けや育て方を学びませんか。お気

年3月15日の毎週水曜日
（11月23日、

軽にご参加ください。

12月21日・28日、1月4日を除く）
10：

日時 9月17日
（土）10：00～11：00（少

00～11：30

利用され、私たちの暮らしになくては

年3月11日の毎週土曜日（12月17日・

ならないものです。

24日・31日を除く）
10：00～11：30

に向き合い、「緑豊かな山林で、きれ

てた朝市を開催します。新鮮な野菜や

催し・講座

●土曜教室…10月1日～令和5(2023)

域での過疎化・林業の低迷などの課題

軽トラックの荷台などを店舗に見立

業です。

水をはじめ、農業・工業・発電などにも

矢作川水源基金では、上流の水源地

☎34-6111 N34-6161

果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
ホームページ

板のオーナーはこの機会に日常点検を

に係る都市計画決定の素案を作成しま

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター

ださい。

事前に都市計画課に相談し、必要に応

都市計画の変更に係る説明会

の日本語を勉強したい外国人

場所 市 民活動センター1階多文化共生

センター
対象 市 内在住・在勤・在学で16歳以上

雨決行）
場所 さんさんの郷指導農園
対象 市内在住・在勤、またはふれあい

農園利用者
定員 先 着で20人

費用 無料

申込 9 月 6日
（火）～13日（火）に緑と花

のセンターへ電話、または直接

有料広告

2022 9 1 木
火
9

23

※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

00～11：30
（雨天および気温が高

を開催します。

く開催が危険であると判断した場

日時 10月24日(月)、25日
（火）
、26日

（水）
10：00～16：00

合は中止）

秋期日本語ボランティア
入門講座

場所 ①境川
（西一色町地内）
、②茶屋川

講師 あいちマザーズハローワーク就労

（明知町地内）

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。

場所 ジョブサポートみよし

支援ナビゲーターほか

対象 市内在住の小学4～6年生とその

対象 次の全てに該当する人

保護者
申込 9月16日
（金）
までに環境課へ氏名、



①子育てをしながら早期(おおむ

学年、保護者名、住所、電話番号、

ね3カ月以内)の就職を目指してい

日(9月28日を除く）
10：00～11：

参加日を明らかにして電話、ファ

る、②ハローワークに求職登録を

30
（全8回）

クス、メール、または直接

している(セミナー申し込み時に

日時 9月21日～11月16日の毎週水曜

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

電話、または直接

水生生物調査

☎32-8018

④他市で開催されたハローワーク

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内

主催のパソコンセミナーに参加し

☎33-1860 N32-8222

たことがない

ルフマネジメントの４つのポイントを

費用 無料

申込 9月15日
（木）
までに協働推進課へ

環境課

一般向け就職支援セミナー

就職活動中から就職後も生かせるセ

※外国語能力は問いません。
定員 先着で 6人

登録可）
、③3回とも参加できる、

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

ませんか。

話、または直接

日時 10月4日
（火）13：30～15：00

託児 あり
（6カ月～未就学児が対象）

場所 ジョブサポートみよし

※託児は10月11日（火）までに予約が

ひ ろ た

とも こ

智子さん
定員 先着で10人

費用 無料

申込 9月1日
（木）～29日（木）の平日に

ジョブサポートみよしへ電話、ま

川の水質を知るものです。この調査の
参加者を募集します｡ 皆さんのご参加

必要です。

ふるさと庭園コンサート
「月見の夕べ」

カネヨシプレイス
（旧文化センターサン
アート）
  ☎32-2000 N32-3232
お気軽にお越しください。

たは直接

まざまな生き物を調べその結果から河

申込 9月1日(木)～10月19日(水)の平

日にジョブサポートみよしへ電

対象 就職活動中の人

水生生物調査は、河川に生息するさ

費用 無料

取り入れ、仕事との向き合い方を学び

講師 人材育成コンサルタントの廣 田

N76-5103

定員 先着で10人

子育てママのライフプラン＆
パソコンセミナー

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内
☎33-1860 N32-8222

日時 9月10日
（土）17：30開演
（17：00

開場）
場所 ふるさと会館
こと

出演 ①箏デュオ
（ことさと）、②アンサ
しのぶえ

ゆい

ンブル（篠笛ユニット結～yui～）

子育てをしながら就職を目指してい
ワ ー ド

エクセル

定員 先着で40人

をお待ちしています。

るママを応援するため、Word・Excel

費用 350円
（呈茶付き）

日時 ①9月23日
（祝）
、 ②24日
（土）
9：

などのパソコンの基本操作のセミナー

申込 当日16：30～ふるさと会館へ直接

有料広告
はな

え

詳しくはこちら

相続の花笑み
運営：行政書士市井しんじ事務所

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

らダウンロード可）に必要事項を記入し、

9時～20時受付 土日祝対応

相続手続き 預貯金解約 0120-547-053
遺言書作成 不動産処分
（三好イオンすぐ側）
〒470-0224みよし市三好町小坂1番地2
三好グランドハイツ1階10-G号室
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広報みよし

2022 年 9 月号

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、 ホームページ
広報情報課へお問い合わせください。

いいもり

町飯盛36）

たはメール

みよし創業塾

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子
などでの日差し対策をお願いします。

みよし商工会  

☎34-1234 N34-5799

日時 9月17日～10月29日の土曜日10：

☎34-6811

00～15：00
場所 東海学園大学三好キャンパス
講師 東
 海学園大学教授、中小企業診断

士など
対象 創
 業を予定している人、創業・経

営に興味がある人、創業して概ね

費用 800円
（入館料含む）

福祉センター内

申込 9月20日
（火）までに住所、氏名、

電話番号、ファクス番号またはメ

N34-5860

人との絆や安心して暮らせる地域社

費用 4 ,000円

申込 9月9日
（金）までに、申込用紙
（産

知県豊田加茂農林水産事務所農政

内容「ピア～まちをつなぐもの～」


課へ郵送（〒471-8566

日時 9月17日
（土）10：40上映開始

元城町4-45）、ファクスまたはメ

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ール

定員 50人
費用 無料
（ただし、整理券が必要）

業課、みよし商工会窓口で配布、

※整理券は9月1日(木)～16日(金)17：

産業課ホームページからダウンロ

00まで福祉センターで先着順に配布（1

ード可）に必要事項を記入の上、

人5枚まで）

みよし商工会へ郵送
（〒470-0224
三好町大慈山2-11）
、またはファ
クス

保田ケ池スタンプラリー

食育推進ボランティア研修交流
会～地域の郷土料理
「五平餅づ
くり」
とお米講座～
愛知県豊田加茂農林水産
事務所農政課

☎34-1988 N34-2831

☎0565-32-7363

{miyoshi@sjc.ne.jp

N0565-32-7396

ポイントを通過しながら楽しく歩きま
しょう。参加賞もあります。
日時 1
 0月31日(月）
10：00～11：30
（雨

天中止）
場所 保田ケ池公園
定員 先着で50人

対象 市内在住
費用 無料

申込 9月30日
（金）
ま で に 氏 名、 住 所、

もとしろ

豊田市

第3回市民茶会

文化協会 サンライブ内
☎34-3111 N34-3114
秋への移り変わりを、一服のお茶と
共にお楽しみください。

シルバー人材センター

保田ケ池周辺約1kmのコースを、各

ールアドレスを明らかにして、愛

会の在り方を考えてみませんか。

サンアート）
小ホール

5年以内の人
定員 先着で12人

社会福祉大会映画鑑賞会
社会福祉協議会

知県食育推進ボランティア
定員 抽選で15人

ホームページ

創業に必要なノウハウを学びます。

対象 市内または豊田市在住、または愛

ホームページ

日時 9 月18日(日）
10：00～15：00
場所 ふるさと会館
席主 裏千家

す ず き え つ こ

そうえつ

鈴木悦子
（宗悦）さん

費用 茶券代
（一服）当日券500円、前売

り券400円
※前売り券は、9月17日
（土）
17：00ま
で文化協会で販売します。

{ toyotakamo-nourin@pref.aichi.

ロビーコンサート

カネヨシプレイス
（旧文化センターサン

lg.jp
愛知県食育推進ボランティアと市民

アート）
  ☎32-2000 N32-3232

が地域の食について学び、交流を図る

日時 9 月15日
（木）19：00開演

ため
「豊田加茂地域食育推進ボランテ

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ィア研修交流会」を開催します。

サンアート）
1階ロビー

内容 ①お米講座、②五平餅づくりと新

米の食べ比べ

出演 ①アンサンブル(ブルーハワイアン
シ ェ ル

フルール

ズ)、②声楽とピアノ(Cher freu)、

連絡先、参加人数を明らかにして

日時 10月5日(水)13：00～15：00

シルバー人材センターへ電話、ま

場所 三州足助屋敷

くんぷうてい

あすけ

薫楓亭
（豊田市足助

ほり な つ き

③ピアノソロ (堀夏紀）
費用 無料

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。
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にしやま

健康・福祉
自殺予防週間

場所 豊 田加茂医師会講堂
（豊田市西 山

子育て

町3-30-1）
定員 先着で50人
申込 9月12日
（月）
9：00以 降 に 郵 便 番

親子リトミック

健康推進課 保健センター内

号、住所、氏名、電話番号、参加

☎34-5311

人数を明らかにして豊田加茂医師

越保育園内

会へ電話、ファクスまたはメール

☎34-1867 N34-6791

N34-5969

9月10日から16日までは自殺予防週

みなよし地区子育て支援センター

間です。悩みや不安がある人は、一人
で抱え込まず、助けを求めることが何
よりも大切です。保健所や専門機関にご
相談ください。また周りの悩んでいる

親子でリズム遊びをしましょう。

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう

日時 9 月27日(火)10：00～11：00
場所 打越保育園遊戯室

健康推進課 保健センター内

人にも紹介してあげてください。そし

☎34-5311

て一人ではないと温かく寄り添いまし

内容 約4㎞の境川緑地コースを約 1 時

ょう。衣浦東部保健所では、こころの
健康相談を実施していますのでご利用
ください。
相談 
平 日9：00～16：30
（12：00～13：

者

日時 1 0月7日
（金）9：30～11：30（8：
場所 境川緑地公園に集合
（下図参照）

珈琲屋
らんぷ

境川

※愛知県在住・在勤・在学の人は
「あい
ちこころのサポートLINE相談」も利用

対象 市内在住

豊田加茂医師会

☎0565-31-7711

ファミリー
マート
三好井ノ口

集合
場所

費用 1人15円

16：00にみなよし地区子育て支援

00の時点で雨天の場合は中止）

へ電話
（☎0566-21-9337）

SLE（全身性エリテマトーデス）
講演会・療養相談会

定員 抽選で15組

申込 9月13日
（火）～20日（火）
9：00～

00を除く）に衣浦東部保健所健康

できます。

対象 1歳半以上の未就園児とその保護

N34-5969

間30分かけて歩く

支援課こころの健康推進グループ

※駐車場に
限りがあります。

費用 無料

センターへ電話、または直接

足に合った靴選び

子育て総合支援センター
☎34-1250 N34-0501
日時 9 月30日(金)10：00～11：00
場所 子育て総合支援センター
対象 0 歳以上の未就園児とその保護者

持物 過去にこの企画に参加した人は名

札

定員 抽選で15組

費用 1人15円

いしはら ひろひさ

講師 フットケアトレーナーの石原裕久

さん

申込 不要。集合場所へ直接

※当日は体温測定をしてからお越しく

申込 9月16日
（金）～23日（祝）
9：00～

N0565-31-4318

ださい。

16：00に子育て総合支援センタ

{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子

ーへ電話、または直接
（日・月曜日

日時 11月5日
（土）
14：30～16：15

などでの日差し対策をお願いします。

を除く）

市民病院コーナー

市民病院内

物忘れ外来

☎33-3300 N33-3308

認知症は身近な病です
認知症とは、さまざまな原因で脳の神経細胞の数が減少したり、働きが悪くなったりするこ
とで記憶力や判断力の障害、計画や段取りが立てられない、時間や場所、人との関係などが分
からない、などといった症状が現れたり、生活に支障が出ている状態をいいます。
厚生労働省の推計によると、2020年の時点で全国でおよそ600万人が認知症であるとされ
ており、2030年には744万人、2060年には850万人にまで増加するとされています。また

そ

ね

曽根

じゅん

淳医師

年齢別では75歳では10.4%の人が認知症であるとされていますが、85歳では44.3%、90歳では64.2%と年齢が
高くなるにつれ、大半の人が認知症に悩まされているという状況です。現在、日本人の平均寿命は男性が81.64
歳、女性が87.74歳ですから、もう認知症を他人事として放っておく状況ではありません。
一言に認知症と言っても、その原因となる病気は非常に多くの種類があります。アルツハイマー病などの神経変
性疾患と呼ばれる病気や、脳梗塞などの脳の血管のトラブルで起こる認知症、また正常圧水頭症や甲状腺機能低下
症、ビタミンB群の欠乏症といった治療が可能な病気も含まれます。認知症の原因となっている病気を正しく診断
することがまず重要ですので、認知症が疑われた場合にはお近くの専門医を受診しましょう。
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ファミリー・サポート・センター
のステップアップ講習会

対象 ファミリー・サポート・センター会

りますか？ 里親は実親と暮らせない

員または市内在住・在勤・在学

子どものための福祉制度です。里親に

定員 先着で15人程度

関心がある人は、ぜひお越しください。

費用 無料

ファミリー・サポート・センター 子育て

託児 あり

先輩里親からの体験談を聞くことがで

総合支援センター内 ☎・N34-2228

申込 9月30日
（金）まで
（日・月曜日を除

きます。

ファミリー・サポート・センターの会

く）
の9：00～16：30にファミリー・

日時 ① 9 月30日(金)18：45～20：30、

員のスキルアップのために､ 講習会を

サポート・センターへ電話、また

②10月30日(日)10：00～12：00、

開催します。会員以外の人も参加でき

は直接

③11月26日(土)10：00～12：00

ます。皆さんのご参加をお待ちしてい

里親養育体験発表会

ます。
内容 カラーセラピー

費用 無料
申込 社会福祉法人愛知玉葉会梅ヶ丘学

子育て支援課

日時 10月22日
（土）
10：00～12：00
場所 市役所3階研修室

場所 サンライブ講座室兼音楽室2

☎32-8034

わ ち

（☎0565-32園の和智さんへ電話

N34-4379

「里親」という言葉を聞いたことがあ

1107
（音声案内5））

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け  
子育て支援課 ☎32-8034 N34-4379

ホームページ

令和5(2023)年4月1日からの新入園と、令和5(2023)

期間 電子申請期間は9月26日(月)～10月10日(祝)。面談

年4月から9月末までに育児休業復帰による入園を希望

期間は10月17日(月)～31日(月)(電子申請後要予約)

する保育園児の入園受け付けを行います。申請に必要な

※入園第1希望の園で面談を受けてください。

書類は9月7日(水)以降に各保育園および子育て支援課で

他 定員を超えた場合は、10月31日
（月）
18：00までに

配布、またはホームページからダウンロードができます。

受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育

あいち電子申請システムから申し込みを行ってください。

の必要性の高い子を優先にして調整。子どもの発育

電子申請完了後に保育園で面談を受ける必要がありま

に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支

す。面談には可能な限り入園対象のお子さんをお連れく
ださい。

援課へ相談
※申請の方法や入園要件など詳しくは、9月7日（水）以
降にホームページをご覧ください。

保育園名

所在地

電話番号

保育実施
児童年齢

平日延長保育
（16時以降）

区分

莇生保育園

莇生町仲田48-1

☎34-7557

0～5歳児

19時まで

私立

天王保育園

三好町天王51-20

☎32-2346

0～5歳児

22時まで

私立

なかよし保育園

西一色町二ノ沢8-2

☎32-3048

0～5歳児

19時まで

私立

みどり保育園

三好丘桜4-11-1

☎36-3330

0～5歳児

19時まで

公立

打越保育園

打越町畦違311

☎34-0123

0～5歳児

19時まで

公立

城山保育園

福谷町市場61-2

☎36-3310

0～5歳児

19時まで

公立

明知保育園

明知町細口浦41

☎32-1035

1～5歳児

19時まで

公立

すみれ保育園

三好町八和田108

☎34-3123

0～5歳児

19時まで

公立

わかば保育園

三好町大坪54

☎34-1151

0～5歳児

19時まで

公立

黒笹保育園

福谷町西大山1-31

☎36-5107

0～5歳児

19時まで

私立

キッズハウスみよし
（小規模保育事業所）

三好丘1-11-5

☎36-3131

0～2歳児

19時30分まで

小規模

みよしの森ほいくえん
（小規模保育事業所）

打越町新池浦110-4

☎56-7010

0～2歳児

19時まで

小規模
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子育て
2歳児の育児休業に伴う退園基
準の見直し
（試行）
子育て支援課
☎32-8034

N34-4379

2歳児クラス定員増による受け入れ
可能数の増加に伴い、試行的に保育園
の2歳児クラスに入所している保護者

日時 9月1日・8日・15日・22日・29日、

費用 無料

10月6日・13日・20日・27日の木曜

※本年度協会未登録者は保険代1人200

日9：30～11：30

円が必要です。

場所 明越会館多目的室

申込 10月2日
（日）までに長山さんへメ

対象 中学生以上

定員 先着で各8人

ール（{i-nagayama@tim.hi-ho.

費用 1回500円
（当日集金）

ne.jp）
、または総合体育館へ直接

申込 開 催日の前日までの火・木曜日9：

00～15：00、水・金・土曜日9：00

後期硬式テニス教室
テニス協会

～12：00に氏名、電話番号を明ら

ながやまいえひさ

長山家久さん

かにして、三好さんさんスポーツ

が10月1日から3月31日までの間に育

☎090-3152-5986

クラブへ電話、メール、または直

児休業を取得する場合、退園すること

内容 ①初心者クラス、②初級者クラス

接

なく在園できるようにします。

日時 10月4日～11月29日の毎週火曜

期間 令 和4(2022)年10月1日
（土）から

当分の間
対象 既 に在園している2歳児クラスの

日19：00～21：00
（全8回）
対象 市内在住・在勤・在学の①初心者、

スポーツ
カヌーポロ全国大会

スポーツ課 総合体育館内
☎32-8027 N34-6030
令和4年度日本カヌーポロ選手権大
会、令和4年度日本カヌーポロジュニ
ア選手権大会兼日本高等学校カヌーポ

定員 先着で各15人

費用 7,000円

申込 9月11日
（日）9：00以降に総合体

育館へ直接

卓球教室追加募集

場所 打越公民館ホール

☎･N34-1771

対象 中学生以上

日時 指定する日曜日9：00～11：00
（月

費用 5,400円
（半期）
、年会費2,500円

3回程度）

長山家久さん

定員 先着で15人

(保険料含む)。1回無料体験可。

の機会に、ぜひご観戦ください。

テニス協会

せて、ゆったり体を動かします。内臓

なかよしクラブ 三好中学校内

費用 1回300円。別途年会費中学生以

ながやまいえひさ

シニアヨガも取り入れ、音楽に合わ

00～20：30（毎月3回）

対象 小学2年生以上

みよし市テニス協会創立40周
年記念第13回みよし市民硬式
テニス大会

ホームページ

日時 9月7日・14日・21日の水曜日19：

プレベルの競技を見ることができるこ

場所 保田ケ池カヌーポロ競技場

☎･N34-3621

や筋肉も元気になります。

場所 三好中学校卓球場

日
（日）
9：00～16：00

明越会館内

{sansan@hm9.aitai.ne.jp

ロ選手権大会を開催します。日本トッ

日時 9月17日
（土）
10：00～17：00、
18

健康太極拳講座追加募集
三好さんさんスポーツクラブ

場所 三好公園テニスコート

②初級者

園児

申込 火・木曜日9：00～15：00、水・金・

定員 20人程度

下1,000円・高校生以上2,000円、
スポーツ保険料
（年間）中学生以下
800円・高校生～64歳1,850円・65
歳以上1,200円、1回無料体験可
申込 平日
（月曜日を除く）
13：00～17：

00、土・日曜日9：00～12：00、13：
00～17：00に年会費、スポーツ保

土曜日9：00～12：00に三好さん
さんスポーツクラブへ電話、メー
ル、または直接

ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟

はやし さちお

林幸男さん

☎090-3482-5556
内容 ① 中学生の部
（中学1・2年生）、②

一般の部（中学3年生以上）

険料、参加費を添えて、なかよし

※ 予選リーグ戦後、決勝トーナメント

☎090-3152-5986

クラブへ直接。体験の申し込みは

を行う予定です。

内容 男女ダブルス硬式テニス大会①公

電話でも可

日時 ①9月24日
（土）、②9月25日（日）

式試合初めてマッチ
（1ブロック3
ペアのリーグ戦）
、②レギュラーマ
（1ブロック3ペアのリーグ戦）
ッチ
日時 11月12日
（土）
9：00～
（予備日19

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
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ス協会登録者

広報みよし

2022 年 9 月号

9：00～（受け付けは8：30～）

健康麻雀教室追加募集

場所 三好公園テニスコート

三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内

☎･N34-3621

対象 中学生以上
ホームページ

{sansan@hm9.aitai.ne.jp
初めての人でも親切、丁寧に楽しさ
をお伝えします。

費用 500円
（高校生以下は100円）
申込 9 月9日
（金）までに申込書（総合体

育館で配布）を総合体育館へファ
クス（N34-6030）、または直接

スマイルママパパ教室～幸せ
あふれるヨガと美容栄養学～

レーニングやバランス運動、音楽を使

費用 無料

った体操で有酸素運動を行います。

問合 シンフォニックウインズみよしへ

日時 9月5日
（月）以降の隔週月曜日9：

三好ともいきスポーツクラブ

メール
（{swmiyoshi@gmail.com）

30～10：30

東海学園大学三好キャンパス内

ガールスカウト＆
SDGsスゴロク！

場所 東 海学園大学三好キャンパス5号
申し込み
フォーム

☎36-6614

申込 不要。会場へ直接。

笑顔トレーニングやヨガ、美容料理
について学ぶ教室です。

館2階ダンススタジオ
対象 20歳以上

定員 先着で20人

費用 1回500円。別途会員登録料2,00

内容 人間スゴロクとクラフトで遊ぶ

日時 9月12日
（月）
以降の隔週月曜日10：

30～11：30
場所 東 海学園大学三好キャンパス5号

館2階ダンススタジオ

日時 9月25日
（日）9：45～12：00

0円、保険料65歳以上1,200円、

場所 さんさんの郷研修室

64歳以下1,850円

対象 小学1～4年生の女児とその保護者

持物 室内用シューズ

定員 先着で5組

申込 10：30～16：00に三好ともいきス

申込 安田初代さんへ電話
（☎090-198

ポーツクラブへ電話、または直接

5-6347）
、またはショートメール

対象 20～45歳
（子ども連れ可）
定員 先着で20人

費用 1組200円

やすだはつよ

（土・日・祝日を除く）

費用 1回800円
（保険料込み）

伝言板

持物 室内用シューズ

※ヨガマットは貸し出しがあります。
申込 上記申し込みフォームへ入力、ま

たは10：30～16：00に三好ともい
きスポーツクラブへ電話
（土・日・祝
日を除く）

週末型ゆる森
「バッタの
ジャンプ大会！
秋の虫を探そう！」

みよし市吹奏楽団シンフォニッ
クウインズみよし第10回定期
演奏会

日時 9 月24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

春の猟犬、リバーダンス、レ・ミゼ

健康運動倶楽部

定員 8 組程度

日時 10月2日
（日）
13：30～
（開場は13：

申込 親子の名前、年齢、電話番号を明

00）

とうむしへメール
（{2021tentou

      mushi@gmail.com）

サンアート）
大ホール

用

費用 1組1,000円

らかにして、森のようちえんてん

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ボールやマットを使い簡単な筋力ト

採

の参加も可）

ラブルなどの曲目を演奏します。

三好ともいきスポーツクラブ 東海学
園大学三好キャンパス内 ☎36-6614

ホームページ

自衛官などの募集

自衛隊豊田地域事務所 ☎0565-32-7384

下表のとおり自衛官などを募集します。試験日時などは自衛隊豊田地域事務所へお問い合わせください。
き た ま ち

問合 自衛隊豊田地域事務所
（豊田市喜多町1-100-1)へ直接

区分

受験資格（※1）

受け付け

自衛官候補生

18歳～33歳未満

随時

一般曹候補生

18歳～33歳未満

9月5日（月）まで

航空学生

海上

18歳～23歳未満

航空

18歳～21歳未満

防衛大学校学生
（一般）
（※2）

18歳～21歳未満

防衛医科大学校学生

18歳～21歳未満

9月8日（木）まで
10月26日（水）まで
医学科
看護学科

10月12日（水）まで
10月5日（水）まで

※1

年齢は令和5(2023)年4月1日現在
（自衛官候補生は採用予定月の月末現在）です。

※2

防衛大学校の採用試験には、一般のほかに総合選抜および推薦があります。詳しくはお問い合わせください。
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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