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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

※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。

お知らせ
家庭の日  家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」「父母
や子どもへの感謝」などをテーマ
に30字程度にまとめたもの（作品
は個人によるもので、自作かつ未
発表のものに限る。短歌・川柳・会
話・手紙文など形式は自由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �11月2日（月）～30日（月）に応募作
品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号（市内在勤・在学の人は、
勤務先または学校名）を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、はがき、
ファクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は「青少年健
全育成啓発事業」に使用し、その場合
は氏名・年代を掲載しますのでご了承
ください。公表を希望しない場合は、
匿名希望と付記してください。

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24日（木）～28日（月）13：30

～16：00（土・日曜日を除く、28
日は市民活動センターのみ）

場所 �①市民活動センター1階多目的室、
②カリヨンハウス1階多目的室

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（月）
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・高校生への学習方法の支援
日時 �12月24日（木）～28日（月）13：15
～16：15（土・日曜日除く、28日
は市民活動センターのみ）

定員 �①・②ともに4人
賃金 �時給986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（月）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

若者のための職業相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860　N32-8222
　就職でお悩みの人と家族を対象に職
業相談を行っています。
日時 �毎週第2火曜日9：00～、10：00～、
11：00～、毎週第4火曜日13：00
～、14：00～、15：00～

場所 �ジョブサポートみよし
対象 �15歳～49歳の人とその家族
申込 �前日までにジョブサポートみよし
へ電話、または直接

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12日（木）～18日（水）8：30～
19：00（14日（土）・15日（日）は10：
00～17：00）

窓口 �女性の人権ホットライン（☎0570-
070-810）、LINE人権相談＠名古
屋法務局（検索ID：＠snsjinkensou

　　dan）

ホームページ

【対策】
●ハンドルロックなど、目に見える防犯対策の実施
●短時間でも車内に荷物を置いたままにしない
●ナンバープレートへの盗難防止ねじの設置
自動車関連窃盗情報報奨金制度
　犯罪検挙に結びつく有力な情報提供に対して、1万円の報奨金が支払わ
れます。不審者・不審車両を見たら迷わず110番通報をお願いします。

　令和2年8月末までの市内の犯罪発生件数は、昨年に比べて減
少していますが、自動車盗、車上狙い、部品狙いなど自動車関連
窃盗は増加しています。次の各種対策に努めてください。

自動車関連窃盗が急増中
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110
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人権擁護委員の委嘱
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　法務大臣から松

まつうら

浦喜
き し ち

七
さんが令和2年10月1日
から令和5年9月30日ま
でを任期に人権擁護委員
に委嘱されました。基本
的人権が侵されたと感じたときは人権
擁護委員にご相談ください。
問合 �市民課へ電話

特設人権相談所
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　12月4日から10日までは「人権週
間」です。市では特設人権相談所の開
設や啓発活動を実施します。人権擁護
委員が無料で相談に応じますので、お
気軽にご相談ください。
日時 �12月4日（金）・7日（月）9：00～
12：00

場所 �市役所2階202会議室
申込 �不要。当日会場へ直接

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
す。着手後の申請については受け付け
できません。要件など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

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「その火事を　防ぐあなたに　金メ
ダル」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、すべ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。なお期
間中、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3つの習慣】
●寝たばこは、絶対やめる
●�ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する
●�ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

【火の用心4つの対策】
●�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する
●�寝具、衣類およびカーテンからの火
災を防ぐために、防炎品を使用する
●�火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器などを設置する
●�お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる

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。「くらしを支える
税」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に特設ページ
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」、ホームページ新
着情報などの各種情報提供
●�社会保障・税番号制度、ICTを利用し
た申告、納税手続きなどへの国税庁
の取り組み

【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
ーの内、各小学校から選出された作品

を展示します。
期間 �11月3日（火）～29日（日）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

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（月）です。第2期分の納付書は8
月にお送り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。

豊田税務署からのお知らせ
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）

【確定申告についてのお知らせ】
　確定申告には、自宅からパソコン・
スマートフォンでご利用いただける
e
イータックス
-Taxが便利です。確定申告に備え、
マイナンバーカードの申請手続き、ま
たは最寄りの税務署窓口でのID・パス
ワードの発行手続きをご検討くださ
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、より安全安心
なe-Taxをご利用ください。

【年末調整等説明会の開催中止】
　例年11月に開催していました年末
調整等説明会は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止および参加者の
安全を考慮し、中止します。ご不便を
おかけいたしますが、ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。なお年
末調整の各種情報は、国税庁
ホームページの年末調整特集
ページをご覧ください。

労働保険適用促進強化期間
豊田公共職業安定所 ☎0565-31-1400
　雇用形態にかかわらず、一人でも雇
った場合、事業主（農林水産の一部事
業を除く）は労働保険に加入する義務
があります。

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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お知らせ
「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018  N76-5103
●譲ります　すべり台、学習机・椅子
●譲ってください　北中学校男子ジャ
ージ上下・男子制服、三好中学校制服、
卓球台、ミニ耕運機

【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】
　11月5日（木）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
対象 �市内在住でおおむね60歳以上の
健康で働く意欲のある人

日時 �①毎月第3水曜日14：00～15：00、
②12月・令和3年2月の第4水曜日
14：00～15：00

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）

申込 �不要。当日会場へ直接

催し・講座
ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222

【女性向け就職支援セミナー】
　子育て中のママに向けた再就職まで
のステップ、子育てと仕事の両立につ
いてのセミナーを開催します。
日時�12月8日（火）10：00～11：30
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 こ

子さん
対象 �就職を希望する女性
定員 �先着で10人　費用 �無料
託児 �あり（6カ月～未就学児、11月26
日（木）までに予約が必要）

申込 �11月2日(月)～12月3日（木）の平
日にジョブサポートみよしへ電
話、または直接

【扶養の範囲で就職を希望する人への
セミナー】
　扶養の範囲内で働く年収や基準につ
いて、基礎的な制度を学びませんか。
日時�11月25日（水）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �豊田税務署職員
対象 �扶養範囲内の就職を考えている人
定員 �先着で10人　費用 �無料
託児 �あり（6カ月～未就学児、11月12
日（木）までに予約が必要）

申込 �11月2日(月)～19日（木）の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

男女共同参画ステップアップ
セミナー・スキルアップ講座
協働推進課
☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族が笑顔になれる講座に参加して
みませんか。詳しくはホームページを
ご確認ください。
内容 �①健康な身体と美しい立ち居振る
舞いを身につけるウォーキングレ
ッスン、②親子で一緒にお片づけ
マイスターになろう

日時�12月12日（土）10：00～11：30
場所 �おかよし交流センター
講師 �①一般社団法人ポスチャーウォー
キング協会認定スタイリストの
今
い ま い

井裕
ゆ う こ

子さん、②一般社団法人日
本清掃収納協会認定講師の櫛

く し だ

田
佳
よ し こ

子さん
対象 �①市内在住・在勤の女性、②市内
在住・在学の小学生と父親

定員 �①抽選で10人、②抽選で10組

費用 �500円
託児 �先着で5人（申し込み時に連絡）
申込 �11月20日（金）までに、住所、氏名、
子どもの氏名･年齢（②の講座のみ）、
電話番号、希望する講座名を明
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。

文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。皆さんのご参加を
お待ちしています。
内容 �福谷城跡、市場古墳、黒笹27号窯
跡、石川家住宅、帰西寺の見学

日時 �11月21日（土）９:00～12：00
対象 �市内在住・在勤
定員 �先着で10人
費用 �50円（傷害保険料）
申込 �11月1日（日）～15日（日）（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

第7回ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ
緑と花のセンター 
☎34-6111  N34-6161
　地元生産者などが新鮮でお値打ちな
野菜や果物・加工品・雑貨などを対面販
売します。ぜひお買い求めください。
日時 �11月14日（土）9：00～11：30
場所 �イオン三好店駐車場

※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

石川家住宅石川家住宅



23

シルバー直売会
シルバー人材センター
☎34-1988  N34-2831
内容 �切り花、花苗、木工製品の直売、
焼き芋の販売

日時�11月13日（金）、12月15日（火）・
22日（火）9：00～15：30

場所 �生きがいセンター太陽の家

技能五輪全国大会・
全国アビリンピック
愛知県労働局産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
☎052-954-6884  N052-954-6978
　青年技術者や障がい者が各種目で技
能レベル日本一を競います。今回は無
観客開催のため、動画配信で実施しま
す。技術者の優れた技をぜひご視聴く
ださい。
内容 �①第58回技能五輪全国大会、②
第40回全国アビリンピック

期間 �①11月13日（金）～16日（月）、②
11月13日（金）～15日（日）

豊田工業高等専門学校
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
内容 �①女子中学生のための女子学生
による講座、②ミニチュアコン
クリート（消波ブロック）を作ろ
う！、③つくろう！　君だけの
ちっちゃなコンピュータ！

日時 �①12月12日（土）10：00～15：30、

②12月25日（金）13：00～16：00、
③12月25日（金）9：30～12：30、
13：30～16：30

場所 �豊田工業高等専門学校（豊田市
栄
えいせい

生町2-1）
対象 �①女子中学生、②中学生、③小
学4年生～中学2年生

定員 �①抽選で24人、②抽選で12人、
③抽選で各15人

申込 �11月30日(月)まで（詳細はホーム
ページを参照）

リサイクル工作教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎0561-38-2229
内容 �ガチョウのたまごを使った写真
立て作り

日時�11月12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 �6人　費用 �700円　託児 �あり
申込 �11月1日(日)までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

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、30
万球のイルミネーションが点灯します。
LEDカーテンや大型ツリー、ミルキーボ
ールとともに音楽と連動して演出する
光の世界をお楽しみください。

期間�12月5日（土）～令和3年1月17日（日）
※休園日は毎週火曜日（12月22日・29
日、1月5日を除く）、12月31日（木）・
1月1日（祝）・6日（水）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

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2
年7月に応募いただきました啓発書の
入賞作品をイオン三好店に掲示します。
期間 �12月1日（火）～25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歩きながら、み
よしの魅力を発見しませんか。
内容 �①お寺巡りコース（5.1km）、②史
跡巡りコース（3.7km）

日時 �①11月6日（金）、②12月4日（金）
9：30～11：30

場所 �①満福寺、②福谷ハピネスホール
に集合

対象 �市内在住の人　費用 �無料
申込 �不要、集合場所へ直接
※参加者は、当日自宅での体温測定を
お願いします。

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
家族介護者交流会「地域サロン」家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388
内容 �高齢者福祉サービスの使い方
日時 �11月25日（水）10：30～11：30
場所 �福祉センター2階教養娯楽室
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料�
申込 �不要。当日、会場へ直接

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
　認知症介護の不安や困りごとを相談
し、交流しませんか。お気軽にご参加
ください。

内容 �ケアマネに聞く��もっと知ろう！
介護度に合ったサービス利用とケ
アマネ活用法

日時 �11月27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

子育て
冬休み期間の放課後児童クラブ
入所申し込み受け付け
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
日時  12月24日（木）～令和3年1月6日（水）
8：00～18：00（土・日曜日、12月
29日（火）～1月4日（月）を除く）

※就労証明書などで必要性が認められ

た場合は、7：30～8：00、18：00～19：
00も利用できます。
※冬休みの日程変更に伴い、期間が変
わる場合があります。
対象  昼間、就労などにより家庭に保護
者のいない市内在学の小学生

費用  3,000円（冬休み期間中）
申込  11月2日（月）～20日（金）に申込用
紙(子育て支援課および各児童クラ
ブ(14：15～19：00)で配布)に必要
事項を記入し、就労証明を添えて
子育て支援課へ直接

※入所には優先基準があります。子育
て支援課または各児童クラブで配布す
る放課後児童クラブご案内をご確認く
ださい。
※募集人数は通年児童の受け入れによ
り変動があります。

※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。

　市では、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。歌を歌ったり、体を動かしたりしながら楽し

　障がいの有無にかかわらず、音楽に触れながら誰もが気楽に交流でき
る若年の認知症カフェを11月から新設します。ぜひご利用ください。

オリーブ

オレンジ茶房

あんみつカフェ

warau�cafe

にこにこサロン・

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

11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
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

warau�cafe 参加者同士の談話、音楽演奏、
若年の認知症カフェ

11月28日（土）
13：00～15：30 三好丘旭1-4-8 200円

きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

あんみつカフェ 脳トレ、催しなど 開催未定 みよしの家（西一色町
猿投松） 500円

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師に
よる相談

11月12日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室兼
音楽室1・2 無料

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、創作活動、
保健師や社会福祉士による相談

11月17日（火）
10：00～11：00

サンライブ和風講座
室 無料

みなよし地区地域
包括支援センター
☎33-3502

認知症カフェ

w
ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe

■11月の開催予定

市内5カ所で開催しています

い時間を過ごしませんか。事前の申
し込みは不要ですので、お気軽にご
参加ください。また、講座をお手伝
いしていただける人を募集していま
す。詳しくは各講座の問い合わせ先
へご連絡ください。

NEW!



25

三好丘地区子育て支援センター
の育児講座
みどり保育園内  ☎36-0785   N36-5675

【絵本の読み聞かせ】
日時  11月25日（水）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳～3歳未満の子とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  11月11日（水）～18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

【あかちゃんマッサージ】
日時  12月11日（金）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳未満の子とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  11月27日（金）～12月4日（金）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

子育て総合支援センター
の育児講座
☎34-0500  N34-0501

【絵本の読み聞かせとわらべ歌】
日時  11月13日（金）10：00～11：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  2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  10月30日（金）～11月6日（金）9：00
～16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

【ことばの育ち～かかわり方・遊び方の
ヒント～】
内容  親子で言葉を育てるヒントを学ぶ
日時  12月8日（火）10：00～11：00

   11   日
金11

   12020

　　有料広告

場所  子育て総合支援センター交流室
対象  2歳～就学前の子を持つ保護者　
定員  抽選で15人　費用  1人15円
託児  あり
申込  11月24日（火）～12月1日（火）9：00
～16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

スポーツ
脂肪燃焼エアロ講座追加募集
三好さんさんスポーツクラブ
☎･N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
日時  11月12日・26日、12月10日の木
曜日10：15～11：15

※令和3年1～3月は5回開催予定です。
場所  明知上公民館　定員  先着で10人
費用  3,500円（1回無料体験可）
※年会費（後期分）1,500円、スポーツ
安全保険1,850円が別途必要です。
持物  ヨガマット、室内シューズ
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に、氏名、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メール、電
話、または直接

第31回みよし市スポーツ協会
総合体育大会
スポーツ協会　総合体育館内��
☎32-8027　N34-6030
　各競技の応援にぜひお越しください。
内容  ①軟式野球、②空手道、③陸上、
④弓道、ソフトテニス、ソフトボ
ール、⑤ゲートボール、⑥テニ

ス、⑦バドミントン、⑦・⑨バス
ケットボール、⑧卓球

日時  ①11月1日（日）、②6日（金）、③7
日（土）、④8日（日）、⑤13日（金）、
⑥14日（土）、⑦22日（日）、⑧28
日（土）、⑨29日（日）

※グラウンドゴルフは開催済みです。

伝言板
着付け・日本舞踊子ども教室
内容 �着付け・日本舞踊
日時 �11月10日から指定した火曜日の
17：00～18：00、18：00～19：
00（全10回）

場所 �おかよし交流センター
対象 �小学生以上（初回は保護者同伴）
定員 �先着で各10人　費用 �無料
申込 �日本舞踊瑞鳳流へメール（{info@
　　zuihouryu.jp）または電話（☎052-
　　-217-8729）

不登校・発達障害のサポートに
ついて考える
内容 �不登校や発達障害に関する臨床心
理士の講演、経験者へのインタビ
ュー、交流会、相談会

日時 �11月29日（日）13：30～16：30
場所 �サンライブ会議室1～3
対象 �子どもの不登校や発達障害などで
お悩みの保護者、当事者、支援者

費用 �無料
申込  11月24日（火）までにNPO法人カモ
ンフォーニッポンの古

ふるかわ
川貴
たかよし
義さんへ

メール（{cfn.nagoya@gmail.com）
または電話（☎080-4679-6934）

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
(お問い合わせ・ご予約) (リハビリ直通)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

ホームページ


