
22 広報みよし　2023年 1月号

■�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
固定資産税（償却資産）の申告
税務課  ☎32-8019  N32-2585
　1月1日現在、市内に償却資産(土地
家屋以外の構築物、機械、器具、備品
など事業用資産)を所有している人は、
申告が必要です。昨年度に申告した人
には、令和4（2022）年12月中旬に申
告書を郵送しましたので、必要事項を
記入し申告してください。
　また今回新たに申告が必要な人は、
税務課資産税担当へご連絡ください。
なお不申告や虚偽の申告があった場合
は、地方税法に基づく過料または罰則
が適用されることがありますので、ご
注意ください。
申告 �1月31日(火)までに税務課へ郵送、
または直接

※申告期限(1月31日)の直前は窓口が
大変混み合いますので、1月16日(月)
までの申告にご協力ください。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
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、電子
ピアノ、男性用パンツ（下着）・股引き・
VネックTシャツ・ランニングパンツ

【譲ってください】
芝刈り機、北中学校の体操服・学生服

【交渉の流れ】
　希望者は1月10日（火）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

愛知県特定最低賃金の改定
豊田労働基準監督署　
☎0565-35-2323
　愛知県では令和4（2022）年12月16
日から、次の2業種の特定最低賃金額
が改定されました。

特定最低賃金名 最低賃金額
（1時間）

鉄鋼業 1,018円

輸送用機械器具製造業 997円

特設法律相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　相続や贈与、生活トラブルなどの
法律に関しての悩みや困りごとについ
て、一般社団法人FPみよしネットワー
ク協会会員の弁護士や司法書士などが

相談に応じます。秘密は固く守られま
すので、お気軽にご相談ください。
日時 �2月3日(金)13：30～16：30（1人
30分以内）

場所 �市役所2階201会議室　
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で6人
費用 �無料
申込 �1月16日(月)～30日(月)に市民課
へ電話、または直接

豊田税務署から事業者への
お知らせ
豊田税務署　☎0565-35-7777　
　10月１日からインボイス制度が始ま
ります。10月１日からインボイスを交
付するためには、原則として３月31日
までに登録申請手続きを行う必要があ
ります。詳しくは、インボイス制度特
設サイトやチャットボット、平日9：00
～17：00にインボイスコールセンター
（フリーダイヤル☎0120-205-553）
をご利用ください。

※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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

チャットボット特設サイト

　市内において侵入盗や乗り物盗の発生件数は以下の通り
増加しています。（令和4（2022）年11月末現在）
●侵入盗※…21件（前年同期対比＋6件）
●自動車盗…13件（前年同期対比＋5件）
●自転車盗…60件（前年同期対比＋20件）

防犯の基本はカギかけです

被害を防ぐために…
　自宅を不在にする際、自転車・自動車か
ら離れる際には短時間でも確実な施錠をし
てください。

※住宅への空き巣・忍び込み・
居空きおよび事務所荒らしなど
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住民税非課税世帯への
5万円給付の申請期限

（電力・ガス・食料品等価
格高騰緊急支援給付金）
福祉課  ☎76-5190  N34-3388
　住民税非課税世帯への5万円給付（電
力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給
付金）の申請期限は1月31日（火）です。
対象の非課税世帯には令和4（2022）
年11月に確認書を送付していますので
期限までに申請してください。
　なお令和4（2022）年1月から12月
までの家計が急変し、住民税非課税世
帯と同様の事情にある世帯は、申請書
（福祉課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要書類を添えて福
祉課へ直接お申し込みください。
※必要書類など、詳細はホームページ
をご覧ください。

令和５年住宅・土地統計調査の
準備事務の実施
企画政策課　
☎32-8005　 N76-5021

　総務省統計局が10月に実施する「令
和５年住宅・土地統計調査」の準備事務
（単位区設定）を1月中旬から行います。
　この調査は、住宅・土地に関する大

規模で最も基本的な調査です。調査の
対象となる地域では、指導員証を持っ
た指導員が、マンションや建物の住戸
数や居住世帯の有無を確認するため、
地域を廻りますので、ご理解、ご協力
をよろしくお願いします。

都市計画道路の変更に係る
説明会
愛知県豊田加茂建設事務所　道路整備課  
☎0565-35-9322  
　豊田都市計画道路黒笹三好ケ丘線の
変更（一部区間の区域変更）に係る都市
計画決定の素案を作成しましたので、
次のとおり説明会を開催します。
日時 �1月17日（火）19：00～
場所黒笹公民館大ホール

水害ハザードマップ
外国語版の配布
防災安全課　
☎32-8046　 N76-5702
　水害ハザードマップの外国語版（英
語、中国語、ポルトガル語）を作成し
ました。1月4日（水）以降に配布しま
すので、必要な場合は防災安全課窓口
までお越しください。

犬・猫避妊等手術費補助金の
見直し
環境課　☎32-8018　N76-5103
　野良犬・野良猫の増加抑制のため、飼
い主のいる犬猫を対象にこれまで交付
してきました避妊去勢手術費の補助金
を４月１日から廃止します。飼い主の
皆さんは地域の生活環境の保全のため、

引き続き飼い犬・飼い猫の適正な管理を
お願いします。
　なお地域ねこ活動団体が実施する猫
の避妊去勢手術に対する補助金は継続
します。

令和5（2023）年度愛知
県立刈谷東高等学校
通信制過程の生徒募集
愛知県立刈谷東高等学校
☎0566-21-3349
区分 ��①新入学、②転編入学、③特科
（聴講生）

対象 �①令和5（2023）年3月に中学校
を卒業予定および既卒者、また
は中学校卒業と同等以上の学力
があると認められる人、②高等学
校で一部単位を習得した人、③高
等学校に正規に入学する資格がな
く高等学校への入学年齢に達して
いる人

定員およそ200人
選考 �①②書類審査および面接、③書類
審査

試験 �①前期日程1月29日（日）・後期日程
3月22日（水）、②3月22日（水）

申込 ��①前期日程1月19日（木）～23日（月）
（日曜日を除く）、後期日程3月13

　　日（月）～17日（金）、②3月4日（土）～
　　8日（水）（日曜日を除く）、③2月28
　　日（火）～3月2日（木）・12日（日）（12
　　日は午後のみ）までに、出願書類（刈
　　谷東高等学校で交付）に必要事項
　　を記入して刈谷東高等学校へ直接
※願書交付や出願書類など、詳細はホ
ームページをご覧ください。

ホームページ

　　有料広告

ホームページ

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、ホームページからダウ

ホームページ

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。

ホームページ
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催し・講座
学校給食センター見学会
学校給食センター　
☎32-0100　N34-0199
{kyushoku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �学校給食センターの見学と給食の
試食

日時�2月10日(金)10：00～12：30
場所 �学校給食センター
対象 �市内在住　定員 �抽選で10人
費用 �300円（給食の試食代）
申込�1月4日（水）～13日（金）9：00～
17：00に氏名、住所、電話番号を
明らかにして学校給食センターへ
電話、メール、または直接

マイナンバーカード
活用講座
企画政策課
☎32-8005　N76-5021
{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　ご自身のスマートフォンを使って、
マイナポイントの予約・申込などの方法
を学ぶことができる講座を開催します。
�内容 �①マイナンバーカードのオンライ

ン申請、②健康保険証利用の登
録・公金受取口座の登録、③マイ
ナポイントの予約・申込

日時 �２月17日（金）①13：30～14：30、②
14：45～15：45、③16：00～17：00

場所 �サンライブ2階多目的室
対象 �市内在住　定員 �抽選で各回10人
費用 �無料
持物 �①スマートフォン、個人番号カー
ド交付申請書に記載されている申
請書ID、スマートフォンで受信
できるメールアドレス、②スマー
トフォン、マイナンバーカード、
本人名義の口座番号が分かるもの
（通帳、キャッシュカードなど）、
利用者証明用電子証明書パスワー
ド4桁、③スマートフォン、マイ
ナンバーカード、マイナポイント
を受け取る予定の決済サービス
IDまたはセキュリティコード（決
済サービスの各種カードなど）、
利用者証明用電子証明書パスワー
ド4桁

申込 �1月31日（火）までに申込書（企画
政策課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、企画政策課へ郵送、電話、
ファクス、メール、または直接

Ｌ
エルジービーティー

ＧＢＴ基礎講座
～性の多様性について学ぼう～
協働推進課
☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　LGBT（性的少数者）に対する正しい
知識を学び、理解を深めるための基礎
講座を開催します。
日時�2月18日（土）10：00～12：00
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2

講師 ��NPO法人A
ア ス タ

STA
対象 �どなたでも可　定員 �抽選で30人
費用 �無料　
託児 �5人（6カ月～未就学児が対象）
申込 �2月7日（火）までに郵便番号、住所、
氏名、年代、電話番号、託児希望
の場合は、子どもの氏名、生年月
日を明らかにして、協働推進課へ
電話、ファクス、メール、または
直接

※ファクス送信後は、未着防止のため
協働推進課へ確認の電話をお願いしま
す。

シンビジウム(洋らん)の展示会
産業課　☎32-8015��N34-4189

　JAあいち豊田花き振興会、愛知県
花き温室園芸組合連合会洋らん部会の
主催で、県内有数のシンビジウムの産
地であるみよし市・豊田市の生産者が
丹精を込め、3年かけて育てたシンビ
ジウムを豪華にディスプレイします。
日時�1月13日(金)～29日（日）8：00～
20：00（最終日は12：00まで）

場所�コモ・スクエアウエスト1階(豊田
市喜

き た ま ち
多町2-160)

費用無料
問合�愛知県豊田加茂農林水産事務所農
業改良普及課（☎0565-32-7509）

   1   
金1

水   42023

　　有料広告

 続の花笑み
はな え

 続手続き

不動産処分

預貯金解約

遺言書作成

 12 -547- 53

詳しくはこちら

  70-022 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

（三好イオンすぐ側）

9時～2 時受付 土日祝対応

運営：行政書士市井しんじ事務所

ホームページ
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場所 �一般社団法人愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター

対象 �市内在住で65歳以上
定員 �若干名　費用 �無料　
申込 �1月31日（火）までに申込書（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（住所、
氏名、生年月日、電話番号）を記入
し、防災安全課へファクス、メー
ル、または直接

食育講演会
毎日の食事を考えよう～体と健
康をつくる食品の選び方～
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　食育の大切さをより多くの人に知っ
てもらうための講演会です。
日時 �1月28日（土）10：30～11：30
場所 �市役所6階601・602会議室
講師 ��あいちNPO市民ネットワークセ
ンターの新

しんたに

谷千
ち あ き

晶さん
対象 �どなたでも可　定員 �先着で20人
費用 �無料　
申込 �1月20日（金）までに代表者氏名、
参加人数を明らかにして産業課へ
電話、メール、または直接

消費生活講演会　
ヤクルトの製造工場を
オンライン見学しよう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　静岡県にある富士裾野工場をオンラ
インで見学します。製造工程や乳酸菌
とビフィズス菌の効果について学び、
自分に合った商品の選び方を学びましょ
う。ヤクルトの試飲とお土産付きです。
日時 �1月26日（木）14：00～15：30
場所 �サンライブ3階会議室１～３
講師 ��愛知中央ヤクルト販売株式会社管
理栄養士の荒

あらかわ

川敦
あ つ こ

子さん
対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で30人　費用 �無料　
申込 �1月20日（金）までに申込書（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

ひな人形展
歴史民俗資料館  
☎34-5000��N34-5150

　素朴で懐かしい土人形や大きく立派
な人形が特徴の内裏ひな人形、豪華な
御殿が目を引く御殿飾りひな人形、華
やかな衣装を着けて多くの道具類と一
緒に飾られる屏風段飾りひな人形など、
ひなまつりに飾られた人形の数々を多
数展示します。この機会に歴史民俗資
料館へぜひお越しください。期間内に
は、市内のひなめぐりスタンプラリー
や県内の博物館、資料館のひな人形を
巡るスタンプラリーも実施します。
日時 �1月21日（土）～3月19日（日）9：00
～16：30（祝日を除く毎週月曜日
休館）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料　

シルバー交通安全教室
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

　急速な高齢化の進展や交通環境の変
化に伴い、高齢者の交通事故が多発し
ています。悲惨な交通事故から高齢者
を守るため、高齢者対象の交通安全教
室を開催します。
内容 �豊田警察署交通課署員による交通
安全講話や運転適性検査など

日時 �2月16日（木）13：30～15：30

ホームページ

業課へファクス、または直接

高齢者向け消費生活講
演会　笑劇から消費者
トラブル対策を学ぼう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　みよし市消費生活センターには定期
購入や投資詐欺に関するトラブルなど
さまざまな相談が寄せられます。その
中でも高齢者は特に狙われやすい対象
です。笑劇から消費者トラブル事例と
対応を学び、未然に防ぐ力を身に付け
ましょう。
日時 �3月1日（水）14：00～15：30
場所 �おかよし交流センター1階ホール
講師 ��喜

きげきだん

劇団・笑
しょうげきは

劇波
対象 �市内在住で65歳以上
定員 �先着で100人　費用 �無料　
申込 �2月17日（金）までに申込書（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

防災ボランティアコ―
ディネーター養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　大規模災害が発生した際に被災者の
支援活動を円滑に行うため、市はボラ
ンティア支援本部を開設します。ここ
で必要となる、被災者からの支援依頼
と支援活動をするボランティアとの調
整をするボランティアコーディネータ
ーを養成します。
日時 �2月11日（祝）、19日(日）10：00～
16：00

場所 �市役所3階研修室
対象 �市内在住・在勤・在学で2日間とも
受講できる人

定員 �抽選で30人　費用 �無料
申込�1月20日（金）までに申込書（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、防災安全課へ郵送、ファク
ス、または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　寒さの中にも徐々に兆す早春の気配
を、ふるさと会館でのお茶を味わいな
がらゆっくり楽しみませんか。
日時 �2月5日(日）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 �松尾流　久

く の

野政
ま さ え

枝（宗
そ う が

雅）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、2月4日（土）17：00まで
文化協会で販売します。

財津和夫　
トークと歌のプレゼント
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232

　財津和夫が語るあの頃。福岡の話、
上京の話、アマチュア時代の話、そし
て今。楽しいトークと歌のプレゼン
ト、素敵な時間をお楽しみください。
日時 �1月29日（日）15：00開演（14：30
開場）

場所 �カネヨシプレイス大ホール　
費用 �前売券4,000円、当日券4,500円
申込 �カネヨシプレイス窓口、チケット
ぴあ、ローソンチケットにて受け
付け中

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
　子どもから大人まで気軽に生演奏を
楽しむことができるコンサートです。
日時 �1月19日（木）19：00開演

場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①櫻

さくらば

庭芳
よ し き

樹（エレクトーンソロ）、
②フェライト（アコースティックギ
ター＋ボーカル）、③L

リンク

ink　T
ト ー ン

one（ピ
アノ・歌・フルート）

費用 �無料

健康・福祉
フレイルサポーター養成講座
健康推進課　保健センター内
☎34-5311　N34-5969
　フレイルとは、高齢期に心身の機能
が衰えた状態をいいます。健康な状態
と、介護が必要な状態の中間の段階
で、要介護になる危険が高いといわれ
ています。しかしフレイルは早い時期
に生活習慣を見直すことで、健康な状
態に引き返すことが可能です。「フレ
イルサポーター」とはフレイルについ
て理解し、フレイル状態の人を必要な
支援につなげ見守る人のことです。
　この機会にフレイル予防について学
んでみませんか。ご自身はもちろん、
ご家族やお仲間とともに、人生100年
時代を健康に過ごすためのポイントを
楽しくお伝えします。
日時 �①2月22日（水）、②3月1日（水）、

ともに10：00～11：00（受け付け
は9：40～9：55）

場所 �①おかよし交流センター1階ホー
ル、②保健センター

講師 �東海学園大学スポーツ健康科学部
の丸
まるやま
山裕

ゆう じ
司准教授

対象 �市内在住　定員 �先着で各50人
申込��2月6日（月）までに健康推進課へ
電話、または直接

ヘルスパートナーとみよしを歩
こう～みどりのこみちコース～
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
らみよしの魅力を再発見しませんか。
市北部の境川周辺にある、自然豊かな
コースです。
内容 �約5.3kmのコースを、約1時間30
分かけて歩く。

日時 �2月3日（金）9：30～11：30（8：00
の時点で雨天の場合中止）

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
申込 �不要。当日、集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。

市民病院コーナー 市民病院内　外科（血管外科） 　
☎33-3300　N33-3308

　高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などを背
景に発症する動脈硬化症は近年増加しています。
動脈硬化症は全身の動脈で発生し、進行すると
冠動脈疾患や脳血管疾患、腎疾患などを合併す
るため、早期の診断・治療が重要になります。特
に下肢の動脈硬化により血管が詰まるASOは、

歩行時の下肢痛や足の傷が治りづらくなることがあり、最悪の場合、足
の切断となる場合もあります。動脈の本幹に狭窄や閉塞があっても、側
副血行路が発達していれば手術が不要な場合もあり、�患者さん一人一人
に応じて手術だけでなく薬物療法、運動療法などの最適な治療を行うこ
とが大切です。早期発見により体に負担の少ない治療でも症状が改善す
ることもあるため、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴があり、歩行
時の下肢痛や足に傷がある人はお気軽に病院までご連絡ください。

下
かしへいそくせいどうみゃくこうかしょう

肢閉塞性動脈硬化症(A
エーエスオー

SO)のお話

　▲有
あ り ま

馬隆
たかひろ

紘医師
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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「音で
あそぼうコンサート！」を
開催。詳細は下記参照）

1月8日（日）・18日（水）
・28日（土）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

1月26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 詳細は下記参照 1月12日（木）
14：00～15：00

サンライブ3階講
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 1月24日（火）
10：00～11：00

サンライブ3階講
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

1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。

にこにこサロン　生活の中で簡単にできる体操
なかよし地域包括支援センター　☎34-6811　N34-5860

日時 �1月12日（木）14：00～15：00　
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2　
講師 �中北薬品株式会社岡崎支店の健康運動士と管理栄養士
対象 �どなたでも可　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　地域の皆さんと楽しく交流しませんか。
体操も取り入れながら健康づくりを考え
ていきます。

オレンジ茶房　よくかんで介護予防
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �1月24日（火）10：00～11：00　
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室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

　よくか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。口
からの健康作りに取り組んでみませんか。

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　音であそぼうコンサート！

おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878

日時 �1月8日（日）14：30～　場所 �三好丘旭1-4-8　
出演 �ピアノ白

しらかみ
神由

ゆ み こ
美子、パーカッション美

みさと
郷　対象 �どなたでも可　

費用 �500円（8歳以下、80歳以上、認知症または障がいを持っている
人とその介護者は無料）　

持物 �ふた付きの空のペットボトル（乾燥しているもの）、米一合程
　　度（炊いていないもの）
申込 �不要。当日、会場へ直接

　前半にピアノとパーカッションによる
ミニコンサート、後半ではリサイクル楽
器を使って一緒に演奏しましょう。
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5日（日）に筆記試験および面接試
験

申込�1月4日（水）～2月14日（火）に愛知
障害者職業能力開発校またはハロ
ーワーク豊田（☎0565-31-1400）

　　へ電話

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 �1月27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

子育て
育児講座　親子あそび
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内  ☎34-1867  N34-6791
日時 �1月24日（火）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
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 �1月10日（火）～17日（火）9：00～
16：00にみなよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接

ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会
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。会員になるための入会説明と
講習会を開催します。皆さんの参加を
お待ちしています。

健康・福祉
冬の献血
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969

　愛知県赤十字血液センターによる献
血を実施します。献血は心と命のボラ
ンティアです。あなたの優しさで誰か
が救われます。ご協力をお願いします。
日時�1月18日（水）9：00～11：00
場所 �市役所正面ロータリー
対象 ��16～69歳の健康な人(65歳以上
の人は、60～64歳までに１回以
上の献血の経験があること)

持物�献血カードまたは献血手帳(持っ
ている人)、身分確認できるもの(
運転免許証など）

※採血量は400mlのみです。
※献血者と輸血者の双方の健康を守
り、安全性を高めるために、さまざま
な基準を設けています。それにより、
献血をご遠慮いただく場合もあります。

障がい者職業訓練生の募集
愛知障害者職業能力開発校　
☎0533-93-2102
　令和5（2023）年4月入校の訓練生を
募集します。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、
③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

※訓練期間は①～④は1年、⑤は9カ
月です。
※①～③は障がいの種類に関わらず障
がいの診断を受けている人が対象です。
※障がい者手帳の所持の有無は問いま
せん。
選考 �①・②・③・⑤3月6日（月）、④3月

内容 �①入会説明、②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 �2月9日（木）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �市内在住・在勤・在学で生後2カ月
～小学6年生の子どもを養育して
いて育児援助を受けたいと思う
人。市内在住で、心身ともに健康
で育児の援助をしてくれる20歳
以上の人

託児 �あり
申込 �1月20日（金）まで（日・月曜日を除
く）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

ママのための育児講座
エアロ＆ストレッチ
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
☎34-1250  N34-0501
日時 �1月27日（金）10：00～11：00
場所 �サンライブ2階軽運動室
対象 �母親　託児 �あり
定員 �抽選で15人　費用 �1人15円
持物 �室内用シューズ、ヨガマットまた
はバスタオル2枚

申込 �1月13日（金）～20日（金）9：00～
16：00になかよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接（日・
月曜日を除く）

育児講座　足に合った靴選び
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
　靴選びの大切さや子どもの足に合っ
た靴の選び方について学びます。
日時 2月8日(水)10：00～11：00
場所三好丘地区子育て支援センター
対象 �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 �1月25日（水）～2月1日（水）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
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親子体操
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内　☎36-5722  N36-5108
　親子で気持ちよく体を動かして楽し
く遊びませんか。
日時 �1月27日（金）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳半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 �1月13日（金）～20日（金）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

スポーツ
タグラグビー体験
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内　
☎・N34-3621

　体幹を鍛え、丈夫な体作りを目指
します。
日時 �2月12・26日、3月12日・26日の
日曜日14：00～16：00

場所 �さんさんの郷ふれあいA広場
対象 �年長～小学5年生
定員 �各日先着で20人（1人1回限り）
費用 �1回500円（保険料込み、当日集
金）

申込 �各開催日の2日前までにSAPラグ
ビー公式LINEに友達登録し「タグ
ラグビー体験申し込み」より

小・中学校の体育施設スポーツ
開放
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　令和5（2023）年度の市内小・中学校
の体育館・武道場の有料開放について
申し込みを受け付けます。気の合う仲
間とスポーツを楽しみませんか。
期間   4月15日（土）～令和6（2024）年3
　　月9日（土）（12月28日（木）～1月4
　　日（木）を除く）18：30～21：30（学校
　　行事などにより利用中止となる場
　　合あり）
対象 �定期的（年間20回以上）に施設を利
用する計画がある市内在住・在勤・
在学の10人以上で構成する団体

費用  下表のとおり

施設名 使用料

小学校体育館
半面 230円

全面 460円

中学校体育館
半面 320円

全面 640円

中学校武道場 300円

※1回の使用料金です。
※今後、中学校体育館には空調が整備
されますが、利用の際は別途使用料が
必要です。使用料については4月開催
の連絡会議にて説明します。
申込  1月31日（火）までに、申請書（総
合体育館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、スポーツ課へ直接

※市内の総合型地域スポーツクラブ、
みよし市スポーツ協会加盟団体の利用
を優先します。

採　用
令和5（2023）年度
会計年度任用職員
人事課　
☎32-8351  N32-2165
　会計年度任用職員（非常勤職員）を
募集します。
申込 �1月23日（月）までに「みよし市会
計年度任用職員登録申込書」（人事
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、人事課へ郵送または直接

伝言板
英語でアクティブラーニ
ング　思いっきりアート
　英語を学ぶのではなく、英
語を使って何かを学ぶプロジ
ェクトの第１弾「アート」。ネイティブ
講師、バイリンガル講師、友達と一緒
に大きな紙に思いっきりアートしよう。
日時 �1月15日（日）14：00～16：00
場所 �サンライブ3階美術室
対象 �小学生　 定員先着で15人
費用 �2,000円
申込 ��申し込みフォームより
問合 ��B

ブレイバーズ
ravers!の棚

たなはし
橋理

り さ
紗さんへメール

（{dance_bravers@yahoo.co.jp）

SAPラグビー
公式 LINE

ホームページ

　　有料広告

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

申し込み
フォーム

ホームページ


