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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
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 �12月2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 �11月14日(月)～28日(月)に市民
課へ電話、または直接　

みよし未来塾の参加者と
学習支援員の募集
教育行政課
☎32-8028  N34-4379

【参加者】
内容 �持参したテキストなどの自主学習
※必要に応じて学習支援員からアドバ
イスを受けることができます。
日時 �12月27日（火）、令和5（2023）年
1月5日（木）・6日（金）13：30～16：
00

場所 �①市民活動センター1階多目的室、
②おかよし交流センター会議室

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（水）
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
へ郵送、または直接

【学習支援員】
内容 �中学生・高校生への学習支援
日時 �12月27日（火）、令和5（2023）年1
月5日（木）・6日（金）13：15～16：15

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）
申込 �11月30日（水）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、教育行政課へ直接

個人事業税第２期分の
納付
愛知県豊田加茂県税事務所 
☎0565-32-7482
　個人事業税の第2期分の納期限は11
月30日（水）です。第2期分の納付書は
8月に送付した納税通知書に同封して
います。納期限までに納付してくださ
い。なお納付書を紛失した人は豊田加
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。

税を考える週間
豊田税務署　
☎0565-35-7777
　毎年11月11日から17日までは税を考
える週間です。「これからの社会に向か
って」をテーマに次のとおり実施しま
す。詳しくは国税庁ホームページをご
覧ください。
●�国税庁ホームページ内の特設ページ
で各種取り組みを紹介
●�YouTube、国税庁インターネット番
組「Web-TAX-TV」の新着情報などの
各種情報をTwitter（@NTA_Japan)
　において発信

【税を考える週間作品展示】
　市内の小学生から応募いただいた、
税を考える週間に関する習字やポスタ
ーのうち、各小学校から選出された作
品を展示します。
期間 �11月2日（水）～29日（火）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

※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

　豊田警察署管内では、自転車盗難の被害が激増しています
（前年同期比52件増）。特に共同住宅や店舗、事業所の駐輪
場での被害が多発しています。被害に遭った自転車のおよそ
63.3％が無施錠でした。短時間の駐輪であっても必ずカギを

自転車盗難に注意‼

ホームページ

ホームページ

ホームページ

　お住まいの地域で発生した犯罪情報などをタイム
リーに配信しています。その他にも緊急に注意が必
要な事件の発生情報をいち早く知ることができます。

スマートフォン用アプリ「アイチポリス」

かけ、ワイヤー錠などでツーロックするなど対策をしましょう。
※豊田警察署管内令和4（2022）年8月末現在（暫定値）

Android ios
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秋の火災予防運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702

　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
語は「お出かけは　マスク戸締り　火の
用心」です。火災の原因のほとんどは不
注意によるものです。大切な命や財産
を守るため、火の元には十分注意しま
しょう。現在、全ての一般住宅に住宅
用火災警報器の設置が義務化されてい
ますので、設置をお願いします。また
消防署員をかたるなどの悪質訪問販売
などに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
●�ストーブの周りに燃えやすいものを
置かない
●�こんろを使うときは火のそばを離れ
ない
●�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
う

豊田税務署からの
お知らせ
豊田税務署　
☎0565-35-7777　音声案内番号：２

【確定申告】　
　確定申告には、ご自宅などからパソ
コン・スマートフォンでご利用いただ
けるe-Taxが便利です。e-Tax�をご利用
いただくには、マイナンバーカードが必
要です。この機会にマイナンバーカー
ドの取得をご検討ください。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点からも、より安心・安全なご自宅など
からのe-Tax�をぜひご利用ください。

【年末調整説明会などの開催中止】
　年末調整に関する各種情報について
は国税庁ホームページをご覧ください。

愛知県最低賃金の改定
豊田労働基準監督署　
☎0565-35-2323
　愛知県最低賃金が、令和4（2022）年
10月1日から時間額986円(従来955円)
に改定されました。愛知県内の事業所
で働く全ての労働者(常用・臨時・派遣・
パートアルバイトなど)に適用されま
す。使用者は適用される最低賃金以上
の賃金を、労働者に支払わなければな

りません。賃金が時間給以外で定めら
れている場合(月給・日給など)、賃金を
1時間当たりの金額に換算して時間額
986円と比較します。

第50回人権を理解する
作品コンクール
名古屋法務局豊田支局  
☎0565-32-0006  
内容 �いじめ、児童虐待、障がいのある
人、インターネットにおける人権
侵害などの人権に関するポスタ
ー・書道・標語作品（作品は個人に
よるもので、自作かつ未発表のも
のに限る）

対象 �県内在学の小・中学生（外国人学
校、特別支援学校などを含む）

応募 �12月9日（金）までに在学する学校
へ提出

※詳細は名古屋法務局ホームページを
ご覧ください。

裁判員候補者名簿記載通知
名古屋地方裁判所岡崎支部
裁判員係
☎0564-51-8428
　令和5（2023）年の裁判員候補者名
簿に登録された人（令和4（2022）年9
月時点で18歳以上）に、11月中旬に
名簿記載通知を送付します。この通知
は、令和5（2023）年2月頃から約1年
間裁判所にお越しいただき、裁判員に
選ばれる可能性を事前にお伝えするも
のです。裁判員制度は皆さんのご協力
なしには成り立たない制度ですので、
ご理解とご協力をお願いします。

ホームページ

Contact: kaskasuperkickers@gmail.com
070-4199-6332 (16:30-)

(日日本本語語・・Português・・English)

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
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
☎052-952-8111（内線1831） 
　DVやセクハラ、ストーカー行為な
ど女性に関する人権問題を解決するた
め、法務局職員および人権擁護委員が
相談に応じます。
日時 �11月18日（金）～24日（木）8：30～
19：00（19日（土）・20日（日）・23日
（祝）は10：00～17：00）

窓口 �女性の人権ホットライン（☎0570
　　-070-810）

臨時特別給付金の申請について
福祉課  ☎76-5190  N34-3388
　住民税非課税世帯などに対する臨時
特別給付金の受け付け期限は令和4（20
22）年11月30日（水）です。申請をされ
ていない人は期限までに申請いたただ
くか、福祉課までご相談ください。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
エプソン純正プリンタインク70L（黒・ラ
イトシアン・シアン）、黒笹小学校体育
館シューズ（24.5cm）・上履き（22.5cm）、
キャットゲージ

【譲ってください】
家庭用コピー機、素焼き鉢（底の直径
16cm×高さ12cm以上）、芝刈り機

【交渉の流れ】

　希望者は11月7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

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　
☎32-8046　N76-5702
期間 �令和5（2023）年1月1日（祝）～4月
10日（月）の100日間

対象 �みよし市・豊田市に在住・在勤・在
学で次のいずれかを満たす人

①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム（年齢の基準は令和4
（2022）年1月1日）、③一般の部…2
～5人チーム、④個人の部…1人参加
（年齢は問わない）
※各部門の代表者は自動車運転免許を
所持し日常車両を運転している必要が
あります。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �次のいずれかの方法
●�愛知県交通安全協会豊田支部ホーム
ページの応募フォームから

●�12月28日（水）までに申込書に必要
事項を記入し、防災安全課もしくは

交通安全協会豊田支部へ直接、また
は「無事故・無違反チャレンジ100
日間」実行委員会へ郵送（〒471-
0877　豊田市錦

にしき
町1-59-1）

※申込書は防災安全課、交通安全協会
豊田支部（豊田警察署内）、足助支部（足
助警察署内）、サンネット、サンライ
ブ、保健センター、総合体育館、市民
病院、子育て総合支援センター、緑と
花のセンター、歴史民俗資料館、各行
政区事務所で配布します。
他 ���①・②・③特賞10万円（3チーム）、
　　1等5万円（6チーム）、2等3万円（
　　23チーム）、④金賞3万円（1人）、
　　銀賞1万円（18人）

催し・講座
みよしのやきもの文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　みよしのやきものに関する史跡、文
化財を巡るバスツアーを開催します。
内容��黒笹90号窯跡、黒笹27号窯跡、
愛知県陶磁美術館の見学

日時�12月3日（土）8：45～12：00
対象 �どなたでも可　定員 �先着で20人
費用 �一般950円、高校・大学生750円
（入館料および傷害保険料）、中
学生以下50円（傷害保険料のみ）

申込 �11月8日（火）～23日（祝）（月曜日
を除く）9：00～16：30に住所、氏
名、年齢、電話番号を明らかにし、
資料館へ電話、ファクス、メール、
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。

  11  火
日

   1
  11

2022

　　有料広告

 続・遺言 無料セミナー （先着予約制 特典付き）

「知っておこう！生前対策と遺産 続」

  /29（火） 場所：みよしサンライブ ２F 多目的室
受付 3時45分～/講演 4～ 5時/ 談会 5～ 6時

 容  からでも間に合う生前対策と遺産相続における注意点

 続手続き

不動産処分

預貯金解約

遺言書作成
0 20-547-053
9時～20時受付 三好イオン徒歩3分

ご予約・お問い合わせはこちら

 続の花笑み 豊田みよし店
初回無料 談実施中

応募フォーム
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30～）
場所�カネヨシプレイス（旧サンアート）
小ホール

費用無料（入場整理券が必要）
※入場整理券の配布は11月10日（木）
から市民課、サンネット、サンライブ、
カネヨシプレイスの窓口で配布（1人5
枚まで）します。詳細は市民課または
ホームページでご確認ください。
他 �行政に関する意見や仕組み、手続
きについて相談できる行政相談所
を開設

みよし市議会報告会・市民との
意見交換会
議事課  ☎32-8031��N34-4549
{gijika@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　議会から市政へ政策を提言し、より
よいまちづくりを進めるために、皆さ
んのご意見をお聞かせください。
内容 �第1部…議会活動報告、第2部…
「わたしの取り組むSDGs（エコラ
イフ）」をテーマに市民との意見交
換会

日時 �11月19日（土）13：30～16：00
場所 �市役所3階食堂・福利厚生室
講師 ��法政大学教授の土

つちやま

山希
き み え

美枝さん
対象 �どなたでも可
定員 �先着で50人　費用 �無料　
申込 �11月11日（金）までに住所、氏名、
連絡先を明らかにして議事課へ電
話、ファクス、メールまたは直接

第24回市民合唱交流会
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　市内で活動している合唱団が日頃の
練習の成果を発表します。合唱団の美
しい歌声をぜひお聴きください。
日時 ��11月27日(日)12：20～14：30
（12：00開場）

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）
大ホール

出演 ��みよし少年少女合唱団、コール・
こすもす、ヴォーチェ、黒笹小学
校合唱部、三好女声コーラス、北

小中学生夢の作品展
学校教育課　☎32-8026　N34-4379

　「創り出そう　未来へひろがる　み
んなの夢」をテーマに、市内小中学校
の児童生徒全員の作品展を開催しま
す。夢と創造性にあふれる作品の数々
をぜひご覧ください。
日時 ��11月19日(土)・20日(日)9：00～
17：00

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）

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 �10月31日（月）～11月21日（月）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

人権啓発映写会「心の傷を癒す
ということ　劇場版」
市民課　
☎32-8012��N32-8048
　人権意識の普及高揚を目的に、柄

えもと
本

佑
たすく
さん、尾

お の
野真

ま ち こ
千子さん、森

もりやま
山直

なおたろう
太朗

さん出演の映画を上映します。阪神・
淡路大震災時、被災者の心のケアに取
り組み続けた精神科医が心の傷に苦し
む人たちに寄り添っていく姿を描いた
作品です。
日時�12月10日(土)10：00～（開場は9：

ホームページ

ホームページ

　　�部小学校合唱部、みよし子ども音
楽セミナー、コール三好丘（出演
順）

費用 �無料

「元気・やる気経営者
づくり」講座
産業課  
☎32-8015��N34-4189
　経営のプロコン（プロフェッショナル
コンサルタント）による、「元気・やる気
経営者づくり」と題して無料セミナーを
開催します。経営者の心構えや取り組
みを、独自の切り口でお伝えします。
日時 �11月25日（金）第１部13：30～15：
00、第２部15：30～17：00（両部
の受講可）

場所 �市役所3階研修室1
講師 ��中小企業診断士の加

か と う

藤實
みのる

さんと嶺
みね

木
き

浩
こうぞう

三さん
対象 �市内に事業所を構える経営者
定員 �先着で30人　費用 �無料　
申込 �11月1日（火）～22日（火）に申込書
（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、産業課へファクスまたは直接

親子でお金の大切さを
学び、おこづかい帳の
使い方を知ろう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　実際におこづかい帳を付けたり貯金
箱を作成したりして、おこづかいのや
りくりについて親子で楽しく学ぶこと
ができます。
日時 �11月26日（土）13：00～15：00
場所 �市役所3階研修室1
講師 ��愛知県金融広報委員会の𠮷

よしかわ

川由
ゆ か

香
さん

対象 �小学3～6年生とその保護者
定員 �先着で15組（30人程度）
費用 �無料　
申込 �11月1日（火）～22日（火）に申込書
（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、産業課へファクスまたは直接

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
公募第27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。
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

日時 ��12月6日(火)～11日(日)10：00
～17：00（最終日は15：00まで）

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）
レセプションホール・研修室

ロビーコンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232
日時 �11月24日（木）19：00開演
場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①チャーリー早

はやかわ

川、②アンサンブ
ル葵

き ぼ う

豊、③W
ウ ィ ズ

ith
費用 �無料

石川家住宅出張コンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232

　石川家住宅で�カネヨシプレイスの出
張コンサートを行います。紅葉がきれ
いな庭のある古民家で、フルートの生
演奏をお楽しみください。
日時 �11月20日（日）13：30開演
場所 �石川家住宅奥座敷　

出演 �とりあえずカルテット
対象 �どなたでも可
定員 �30人程度　費用 �無料

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター　
☎34-6111　 N34-6161
日時 ��11月19日(土)9：00～11：30（小
雨開催）

場所 ��イオン三好店駐車場

一般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
　人間関係をどうしたら良くできるか。
うまくいかない人間関係を修復するコ
ツを心理学の観点から学びませんか。
日時 ��12月6日（火）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 ��人材育成コンサルタントの廣

ひ ろ た

田智
とも

子
こ

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 ��11月1日（火）～30日（水）の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

ウィンター�フェスティバル
デンパーク　
☎0566-92-7111
　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。高さ8mのツリ
ーを中心にさまざまなクリスマスツリ
ーがデンマークの街並みにディスプレ
イされます。デンパークは恋人の聖地
にも認定されており、デートにもぴっ
たりです。ぜひお越しください。
日時 �11月26日（土）～令和5（2023）年
1月16日（月）（ナイター営業あり）

※詳しい営業時間についてはデンパー
クのホームページをご覧ください。
※休園日は、毎週火曜日（12月27日、

1月3日は除く）、12月31日（土）～1月
1日（祝）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

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

【特別講演】
内容 ��大

おおつぼ
坪喜

き み お
美雄ほかによる能「求

もとめづか
塚」（宝

ほう

生
しょうりゅう
流）、　野

のむら
村又

またさぶろう
三郎ほかによる狂

きょう

言
げん
「茶
ちゃつぼ
壷」（和

いずみりゅう
泉流）　

日時 �11月5日（土）14：00開演
費用 ��全席指定正面席6,000円、脇・中
　　正面席4,000円（脇・中正面席は25
　　歳以下半額、未就学児入場不可）

【ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリ
ン・リサイタル】
内容 �ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソ
ナタ第4番�イ短調�op.23、武

たけ
満
みつとおる
徹

／妖精の距離ほか
日時 �11月19日（土）15：00開演
出演 ��ヴィクトリア・ムローヴァ（ヴァイ
オリン）、アラスデア・ビートソン
（フォルテピアノ、ピアノ）

費用 �全席指定S席6,000円、A席5,000
円、B席4,000円（A・B席は25歳以
下半額、未就学児入場不可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール・能楽堂（豊
田市西

にし
町
まち
1-200 豊田参合館8階）

申込申し込みフォームから

T
ト ヨ タ
OYOTA G

ガ ズ ー
AZOO R

レ ー シ ン グ
acing

ラリーチャレンジ　in豊田
豊田市生涯活躍部
ラリーまちづくり推進課　
☎0565-34-6950  N0565-34-6681
内容 �ラリーカーのデモ走行や展示、飲
食ブースの出店（予定）。デモ走行
の観覧や一部の特別エリアでの観
戦（要チケット）のほか、無料観戦
エリア有り

日時 �11月20日(日)9：00～17：00（予定）
場所 �豊田スタジアム（豊田市千

せんごく
石町7-2）

周辺ほか

※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

申し込み
フォーム
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おかざきクルまつり2022
岡崎市社会文化部スポーツ振興課　
☎0564-23-6597  N0564-23-7182

　ラリー競技の世界最高峰WRC（世界
ラリー選手権）の日本ラウンド「フォ―
ラムエイト・ラリージャパン2022」の
開催に合わせ、パブリックビューイン
グ、デモラン、ラリーカー展示など岡
崎で「クルマ」を楽しめるイベントを開
催します。
日時 �11月12日（土）・13日(日)（「フォ―
ラムエイト・ラリージャパン2022」
は12日のみ）

場所 �乙
おとがわ
川河川敷、籠

か ご だ
田公園、桜

さくらのしろばし
城橋

ほか

スキルアップ講座
愛知県立岡崎高等技術専門校
訓練課　☎0564-51-0775
　「知っておきたい‼　ビジネスコミ
ュニケーション」と題してロールプレ
イを交えて自己のコミュニケーション
スキルを確認しつつ、ビジネスで喜ば
れるより良い表現を身につけます。
日時 ��12月7日(水)9：30～16：50、8
日（木）9：30～16：00の2日間

場所 ��岡崎高等技術専門校（岡崎市美
み あ い

合
町平

ひらばた

端24）
定員 �抽選で10人　費用 �1,820円
申込 �11月28日（月）までにホームページ
から

※詳細はホームページをご覧ください。

創業支援セミナー
愛知県信用保証協会
☎052-454-0520  
　「自分のお店を開きたい」「会社を経
営したい」そんな夢あふれる人の創業

を応援します。創業への一歩を踏み出
してみませんか。
内容 �創業の基礎知識やビジネスプラン
の立て方、創業体験談、制度紹介

日時 �12月3日（土）13：00～16：30
場所 �東郷町民会館2階大会議室（東郷町
春
は る き

木北
き た ん だ

反田14）
対象 �創業を予定している人、創業して
間もない人

定員 �先着で30人　費用 �無料
申込 ���11月1日（火）～12月1日（木）に申
し込みフォームへ必要事項を入力��������

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　

【やってみよう！　ちっちゃなコンピュ
ータでプログラミング！】
日時 ��令和5（2023）年1月6日(金)午前の
部9：30～12：30、午後の部13：30
～16：30

場所 ��豊田工業高等専門学校（豊田市栄
えい

生
せい

町2-1）
対象 �小学4年生～中学2年生
定員 �抽選で各15人　費用 �無料　
申込 �11月30日（水）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（〒
471-8525）、ファクス、またはメ
ール

健康・福祉
社会を明るくする運動
啓発書（毛筆）掲示
福祉課　☎32-8010　N34-3388
　「社会を明るくする運動～犯罪や非行
を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラ～」は、犯罪や非行の防止と罪を犯
した人たちの更生について理解を深め
る運動です。
　令和4（2022）年7月に応募いただい

た啓発書の入賞作品をイオン三好店に
掲示します。ぜひご覧ください。
期間 �12月1日（木）～23日（金）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課　保健センター内
☎34-5311　N34-5969

　ヘルスパートナーと市内の史跡を歩
きながらみよしの魅力を発見し、楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �約3.7㎞の史跡巡りコース（福谷町）
を約1時間20分かけて歩く

日時 �12月2日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �福谷ハピネスホール（福谷区民会
館）に集合

対象 �市内在住　費用 �無料
持物 �過去にこの企画に参加した人は名
札

※当日は体温測定をしてからお越しく
ださい。
申込 �不要。集合場所へ直接

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 �11月25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

申し込み
フォーム

ホームページ

ホームページ
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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。

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

11月8日（火）・18日（金）
・28日（月）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
（要予約。連絡は問
い合わせ先へ）

脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

11月24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

11月10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 詳細は下記参照 11月22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

11月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる通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。

認知症カフェオレンジ茶房「オカリナとギターによる演奏会」
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �11月22日（火）10：00～11：00　
場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　出演 �A

ア ミ
MI　対象 �どなたでも可　

費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　オカリナとギターで演奏される歌謡曲や
童謡を聞き、口ずさみながらゆったりした
時間を過ごしませんか。

子育て
民間放課後児童クラブ
利用受け付け
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　空き状況や利用料、申し込み方法な
ど、詳しくは直接、各民間放課後児童
クラブへお問い合わせください。

【対象児童クラブ】
●キッズクラブ・クックバラ（ベル三好
　幼稚園）／三好丘4-1-4　☎36-8699
●�キッズクラブ・クックバラみよし（キッ
ズハウスみよし）／三好丘1-11-5　☎
36-3131
●�エジソンハウス（桃山幼稚園）／西陣
取山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が別
途必要な場合があります）。

市民病院コーナー
市民病院内　内科 　
☎33-3300　N33-3308

　人は一日に６万回も頭の中で自分と会話してい
ると言われます。朝起きてから寝るまで自動的に
何かを考えて自問自答しています。そして何か考
えが浮かぶと脳幹にある脳

のうかんもうようたいふかつ

幹網様体賦活系
けい

（R
アールエーエス

AS）
と呼ばれる領域で思考を取捨選択するので、良い

ことを考えていると次々と良いことが浮かんできて、行動もそれに伴い
ますが、悪いことを考えるとその反対になってしまいます。これはよく
考えてみると結局、自分の周囲で起きている出来事の全ては自分の思考
の投影ということになり、今見えているこの世界は、実は自分が考え続
けてきたことの結果と言えます。
　いつも感謝の気持ちをもって、全ての人と楽しく接し、あらゆる人の
中に良いものを探し続けることが幸せへの近道になります。本当の自分
は何をしたいかをいつも意識し、過去の思い込みや未来の不安は手放し
て、今の状況を五感（視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）で感じて、感謝す
ることが大切です。人生の目的はいろいろやるべきことを全てやりと
げることではなく、その一つずつを楽しみながら、愛情ある暮らしを送
り、幸せを感じることだと思います。一緒に一つ一つを楽しんでいきま
しょう。

濱
は ま だ

田広
ひろゆき

幸医師

思考と幸せ

健康・福祉
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　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5（2023）年4月から利用を
希望する児童の受け付けを行います。

期間 �令和5（2023）年4月1日（土）～令和6（2024）
年3月31日（日）の下校後～19：00（長期学校
休業期間などは7：30～19：00）

休業 �土･日曜日、令和5（2023）年5月3日（祝）～5
日（祝）、8月13日（日）～15日（火）、12月29
日（金）～令和6（2024）年1月4日（木）

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（ホーム
ページからダウンロード可、会社印押印不要）
などを添えて11月22日（火）までに各児童ク
ラブもしくは子育て支援課へ直接

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 住所 定員

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

南部児童クラブ 南部小学校 明知町上細口27 80人

天王児童クラブ 天王児童クラブ 三好町天王51-48 80人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 三好町半野木1-27 80人

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

※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22日（火）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みなし、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5（2023）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。

公立放課後児童クラブ

令和5（2023）年度
放課後児童クラブ利用受け付け

ホームページ

児童厚生員の募集
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　児童館で働きませんか。
勤務 �9：45～17：15の間で3時間15分
（週5日）

期間 �令和5（2023）年3月31日まで（翌

　　年度の任用あり）
場所 �西一色・福田・明知上・明知下・福谷・
高嶺児童館

内容 �①児童の遊びの見守り、②手作り
工作の企画・実施、③児童館の日
常点検

賃金 ��1時間当たり987円～1,046円（職
　　歴などにより算定）

対象 �どなたでも可　
定員 �各館1人　
選考 �簡易な面接
申込 �みよし市会計年度任用職員登録申
込書（子育て支援課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、子育て支援課
へ直接

ホームページ
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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。

対象 �0歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �11月16日（水）～23日（祝）（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

【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
い身近な事故やけがの応急処置に

ついての話
日時 �12月8日（木）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
対象 �0歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
申込 �11月24日（木）～12月1日（木）（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

子育て
児童虐待防止推進月間
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　児童虐待防止法が施行された11月
は児童虐待防止推進月間です。もし虐
待を受けている、または虐待を受けて
いる可能性があると思われる家庭や児
童を見つけたら、下記連絡先へご相談
ください。

【連絡先】
●子育て支援課（平日8：30～17：15）
●�子ども相談専用電話（子育て支援課）

☎32-0910（平日8：30～17：00）
●�豊田加茂児童・障害者相談センター

☎0565-33-2211（平日8：45～17：30）
●�児童相談所虐待対応ダイヤル☎1

いちはやく

89
（24時間年中無休）

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
日時  11月24日（木）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  5～12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  11月10日（木）～17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

育児講座
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501

【人形劇】
日時 �11月30日（水）10：30～11：10
場所 �サンライブ2階軽運動室
出演 �人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」

競技名 会場 開催日

陸上 三好公園陸上競技場 11月5日（土）

バレーボール（男子） 総合体育館アリーナ 11月6日（日）

ゲートボール ゲートボール・グラウンドゴ
ルフ場「サンパワー」 11月11日（金）

軟式野球 三好公園野球場

11月13日（日）

弓道 三好公園弓道場

バレーボール（女子） 総合体育館アリーナ

ソフトテニス 三好公園テニスコート

少林寺拳法 総合体育館剣道場

空手 黒笹小学校

インディアカ 総合体育館アリーナ

卓球 総合体育館アリーナ・卓球場 11月19日（土）

バドミントン 総合体育館アリーナ 11月20日（日）

バスケットボール
中部小学校・南中学校 11月27日（日）

総合体育館アリーナ 12月4日（日）

【開催日程】

※硬式テニス、剣道、ソフトボール、グラウンド・ゴルフは開催済みです。

第33回みよし市スポーツ協会総合スポーツ大会　
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。

スポーツ
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　　有料広告

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
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

内容  男女別16ホールのストロークマッ
チプレー（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18日（金）8：00（受け付けは8
：00～、予備日は11月30日（水））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住・在勤　
費用 �300円（当日集金）
申込 �11月5日（土）までに行政区、住
所、氏名、生年月日、電話番号を
記入し、グラウンド・ゴルフ協会
事務局へファクス、またははがき
（〒470-0214�明知町砲録山2-262�
小栗方�グラウンド・ゴルフ協会事務
局宛）

三好さんさん
フェスティバル2022
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
内容 �ウォークラリー、ダンス発表、ビ
ンゴ大会

日時 �12月4日（日）9：00～12：00（受け付
けは9：00～9：30）

場所 �南部小学校周辺、南部地区コミュ
ニティ広場（明越会館前芝生広場
に集合）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �11月24日（木）までの火・木曜日9：
00～15：00または水・金・土曜日
9：00～12：00に氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を明らかにして三
好さんさんスポーツクラブへ電話、
メール、または直接

【雨天スケジュール】
内容 �ダンス発表、ビンゴ大会
日時 �12月4日（日）9：30～12：00（受け
付けは9：30～10：00）

場所 �南部小学校体育館
※雨天スケジュールに変更する場合は
7：00までにホームページでお知らせ
します。

採　用
令和5（2023）年度社会
福祉協議会正職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
対象 �昭和39（1964）年4月2日以降に
生まれた人で、普通運転免許を持
っていて、相談支援専門員の資格
を有する、または本年度中に資格
を取得見込みの人

定員 �1人　採用 �令和5（2023）年4月1日
申込 �11月30日（水）までに試験申込書
（ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、社会福
祉協議会へ直接

※詳細はホームページをご覧ください。

伝言板
週末型ゆる森「たき火っ
てあったかいよ」
　親子で自然の中で思いっき
り遊んだりたき火を体験したりしませ
んか。
日時 �11月26日（土）10：30～12：30
場所 �洲原公園（刈谷市井

い が や
ヶ谷町洲

すはら
原4-1）

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）

O
オ ハ ナ
HANA健康講座「薬に頼らない

免疫力向上セミナー」
　人間はどんな病気にも打ち勝つ力を
備えて生まれてきます。本来あるべき
免疫力を取り戻すために必要なことを
勉強しましょう。
日時 �11月13日（日）17：00～18：30
場所 �OHANA�C

カ フ ェ
afe（三好町平池95-1）

講師 �極上L
ライフ
IFEサポーターの立

たちばな
花侑

ゆ き
季さん

定員 �先着で30人
費用  1,000円（ワンドリンク付き）
対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに氏名、参加人数を記入
してOHANA～心と体の健康の会
～の小

お の だ
野田晃

こ う た
太さんへファクス（

　　N33-5381）、またはメール（{
     health.ohana2022@gmail.com）

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

ホームページ


