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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
さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課 
☎32-8005��N76-5021
内容 �車内の広告枠へ掲載（広告物は広
告主の責任と負担で作成）

※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サイ
ズ横）です。
期間 �4月～令和3年3月の月単位
定員 �30枠（5枠×6台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。
費用 �月額1,000円／枠
申込 �2月25日（火）までに申込書（企画
政策課で配布、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、広告案と会社案内を
添えて企画政策課へ郵送、または
直接

ふれあい農園の利用希望者募集
緑と花のセンター��
☎34-6111��N34-6161
　さんさんの郷には、野菜づくりなど
に活用できる市民農園があります。農
具の無料貸し出しや、農園指導員によ
るアドバイスなどのサービスを受けら
れますので、ご利用ください。
期間 �4月1日～令和3年3月31日
場所 �さんさんの郷
定員 �先着で70区画程度（1区画25㎡）
費用 �1区画につき市内在住または在勤
の人は8,000円、それ以外の人は
10,000円

申込 �3月1日（日）以降に印鑑と利用料
金を持参して緑と花のセンターへ
直接

地元企業就職ガイダンス
産業課  
☎32-8015��N34-4189
　地元企業就職ガイダンスを近隣市町
と合同で開催します。102社の企業
が参加し、事務系・技術系から総合職・
専門職まで幅広い人材を求人しますの
で、ぜひご来場ください。
日時 �2月11日（祝）13：00～19：00
場所 �ウインクあいち8階展示場フロア
（名古屋市中村区名

めいえき
駅4-4-38）

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

食育推進会議委員募集
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 4月1日～令和4年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に食育推進会議委員に選任され
ていない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（令和2年度は1回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月3日（月）～3月3日（火）（必着）
に①申込書（様式自由）に住所、氏
名、電話番号、職業、生年月日、
応募理由、②レポート（1,000字程

度。テーマ「私の考える食育」）を
産業課へ郵送、ファクス、メール、
または直接

※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

都市計画審議会委員募集
都市計画課 ☎32-8021 N34-4429
{toshi_k＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 4月1日～令和4年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に都市計画審議会委員に選任さ
れていない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年5回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月21日（金）まで（必着）に①申込
書（様式自由）に住所、氏名、電話
番号、職業、生年月日、応募理由、
地域活動経験など、②レポート
（1,000字程度。テーマ「わたしの
考える『住み続けたいまちみよし』
とは」）を都市計画課へ郵送、ファ
クス、メール、または直接

※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

日没後にご注意ください
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　2月は、愛知県内では視認性が低下する日没後の時間帯に、歩
行者が被害者となる交通死亡事故が多発する他、業務中のドライ

バーが死亡事故を起こす割合が年間で最も高くなる傾向にあります。
　歩行者は交通事故に遭わないために、明るい服装や反射材を着用しましょ
う。ドライバーは速度を控え、歩行者や自転車の動きに気を配るなど、安全
運転に努めてください。

ホームページ

ホームページ
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から厳正なる審査の結果、莇生町にお
住まいの大

おおの
野美

み か
香さんの作品（写真）が

最優秀作品に決定しました。
　大野さんのお宅では、各窓ごとの苗
は2苗にし、均等にカーテンが広がる
ように誘引を行ったそうです。窓を覆
うように緑のカーテンを設置したこと
で、カーテン設置前より涼しく感じら
れたそうです。
　来年もコンテストを開催する予定で
すので、皆さんもぜひ、緑のカーテン
を育成し、エアコンの使用を抑えまし
ょう。

軽自動車の名義変更
および廃車の届け出
軽自動車検査協会
愛知主管事務所  ☎050-3816-1770
三河支所  ☎050-3816-1772
　毎年3月は軽自動車税（種別割）申告
などの関係から、軽自動車の名義変更、
廃車の届け出が集中し、窓口が大変混
雑します。
　このため、名義変更および廃車の届
け出はできる限り3月中旬頃までに済
ませていただきますようお願いします。

自動車の税金のお知らせ
愛知県豊田加茂県税事務所　
課税第二課  自動車税グループ
☎0565-32-7483

【本年度、自動車を譲渡、または廃車
した人について】 
　「自動車税種別割」は、4月1日現在の
自動車の所有者（割賦販売契約の場合
は使用者）に対して課税されます。3
月末までに運輸支局で移転登録（名義
変更）または抹消登録（廃車）をしない
と納税義務が発生しますのご注意くだ
さい。

【住所変更した人について】 
　自動車税種別割の納税通知書は、車
検証に記載された住所に送付します。
住所を変更した場合は、運輸支局で住
所変更の手続きをしてください。すぐ
に住所変更できない場合は、以前の住

所地を管轄する県税事務所に、自動車
税種別割住所変更届出書を提出、また
は電子申請・届出システムで新住所を
ご連絡ください。
※届出書はホームページから
ダウンロードできます。

愛知県特定（産業別）
最低賃金の改定
愛知労働局労働基準部賃金課  
☎052-972-0257
　愛知県内の全ての事業場で働く常
用・臨時・パートなどの労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」が令和元年10
月1日から時間額926円に改定されま
した。これに伴い、特定の産業で働く
労働者に適用される「愛知県特定（産業
別）最低賃金」も12月16日に改定され
ました。「特定（産業別）最低賃金」の方
が、時間額が高く設定されているので
ご注意ください。

「にっぽん縦断こころ旅」
お手紙募集
NHKふれあいセンター
☎0570-066-066
N03-3465-1327
　皆さんの心にある「何気ない風景」
「思い出の風景」「忘れられない風景」
「みんなに伝えたい風景」などを、エピ
ソードを添えてご紹介ください。寄せ
られたお便りを元に、火

ひ の
野正
しょうへい
平さんが

こころの風景を訪ねます。
申込 �2月17日（月）まで（必着）に〒150-
8001「こころ旅」係（住所不要）へ
郵送、またはファクス

放送大学4月入学生募集
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学では、心理学・福祉・経済・
歴史など、約300の幅広い授業科目
があります。資料を無料で差し上げま
すので、お気軽に放送大学愛知学習セ
ンターへご請求ください。なお、出願
受け付けは3月17日（火）までです。

出張相談　in長久手市
長久手市役所  たつせがある課  
☎56-0641
　再就職を考えている女性のさまざま
な不安や悩みを、ママ・ジョブ・あいち
のカウンセラーが相談に応じます。
日時 �3月13日（金）9：30～12：20（1人
50分以内）

場所 �長久手市役所本庁舎2階打合せ室
1（長久手市岩

やざこ
作城
しろ
の内
うち
60-1）

定員 �先着で3人　費用 �無料
託児 �3月6日（金）までに予約が必要
申込 �2月17日（月）～3月12日（木）に長
久手市役所たつせがある課へ電
話、または直接

「譲ります」「譲ってください」
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
山鳥のはく製、たぬきのはく製、保育
園のスモック

【譲ってください】�
北中学校体操服一式、ピアニカ、天王
小学校体操服

【交渉の流れ】
　希望者は、2月10日（月）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

【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

緑のカーテンコンテスト結果
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　本年度ご応募いただいた皆さんの中

ホームページ
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お知らせ
愛知県消費生活
モニター募集
愛知県県民生活課  
☎052-954-6163��N052-972-6001
　消費者を取り巻くさまざまな問題に
対応するため、ご協力をお願いします。
内容 ��危険な商品や悪質商法などの情
報提供、研修会への出席など

期間 �依頼日～令和3年3月31日
対象 ��県内在住で満20歳以上（公務員、
公職選挙法による公職者を除く）

謝礼 ��年額1,500円以内（予定）
申込 ��2月21日（金）まで（当日消印有効）
※詳しくはホームページをご覧ください。

バス・トラック運転・乗車体験会
および就職相談会
愛知運輸支局輸送・監査担当
☎052-351-5312
日時 �2月10日（月）13：00～16：00
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
（福谷町西ノ洞21-127）

費用 �無料
申込 �愛知運輸支局ホームページから

催し・講座
サンアートの催し
サンアート��☎32-2000��N32-3232
【ロビーコンサート】

日時 �2月20日（木）19：00～20：30
場所 �サンアートロビー　
出演 �カプリトーン（ピアノとアルトサック
スのアンサンブル）、二

ふたば
葉（ギター弾

き語り）、全国生涯学習音楽指導員
協議会愛知支部（ピアノ連弾・ソロ）

費用 �無料
【いいじゃん大学寄席伝統演芸】

内容 �①昔
せきせきてい

昔亭喜
き た ろ う

太郎さんによる子供向
け落語、②笑

しょうふくてい

福亭希
きこう

光さんによる
上方落語

日時 �①2月22日・②29日の土曜日14：

00開演
場所 �サンアートレセプションホール
費用 1回1,000円

学校給食センター見学会
学校給食センター
☎32-0100  N34-0199
日時 �2月25日（火）10：00～12：30
場所 �学校給食センター
対象 �市内在住　定員 �先着で20人�
費用 �300円（給食の試食代）
申込 �2月10日（月）～14日（金）9：00～
17：00に学校給食センターへ電
話、または直接

第3回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　ジャガイモ、ニンジン、キャベツの
栽培を土づくりから学べます。
日時 �2月22日（土）10：00～11：00
場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �無料
申込 �2月1日（土）～18日（火）に緑と花
のセンターへ電話、または直接

食育推進事業
手作りおこしもんでひなまつり
産業課  ☎32-8015��N34-4189
日時 �2月29日（土）9：30～11：30
場所 �石川家住宅
対象 �市内在住の園児および小学生とそ
の保護者

定員 �先着で5組10人程度　費用 �無料
申込 �2月14日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を明らかにして産
業課へ電話、ファクス、メール、
または直接

※参加の可否は郵送で通知します。

春季デイキャンプ
子育て支援課  
☎32-8034��N34-4379
{kosodate＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
　ジュニアリーダーと一緒に野外炊飯

やレクリエーションを楽しみませんか。
日時 �3月8日（日）10：00～15：30（小
雨決行）

場所 �さんさんの郷
対象 �市内の子ども会
に所属する小学5・6年生

定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �2月3日（月）～14日（金）に住所、
氏名、電話番号を明らかにして、
子育て支援課へ電話、ファクス、
メール、または直接

第3回自然観察会
環境課  ☎32-8018��N76-5103
内容 �冬の植物や水鳥、昆虫の観察
日時 �2月24日（振休）9：00～10：30
場所 �福田新池周辺（明知町八和田山）
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
申込 �2月17日（月）までに環境課へ電
話、または直接

手作り絵本みよし展
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　温かな気持ちになれる手作り絵本を
ぜひご覧ください。
日時 �2月19日（水）～3月4日（水）
場所 �中央図書館1階特集コーナー（サ
ンライブ内）

応急手当普及員講習
尾三消防本部消防課救急係
☎38-7215��N38-6962
内容 �心肺蘇生法（AEDの取り扱い）、止
血法、搬送法、指導法など

日時 �2月27日（木）～29日（土）9：00～
18：00

場所 �尾三消防本部（東郷町大字諸
もろ わ
輪字

曙
あけぼの
18）

対象 �みよし市・日進市・東郷町・豊明市・
長久手市に在住・在勤・在学で3日
間とも参加できる人

定員 �50人程度
費用 �3,700円（講習初日に集金）
申込 �2月14日（金）までに尾三消防本部
または各消防署へ直接

ホームページ
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親子で学ぶ！
防火・防災体験ツアー
尾三消防本部日進消防署  
☎73-0119
内容 �天ぷら油火災や電気火災の実験、
消火器での消火や煙の中の避難体
験、消防車の試乗など

日時 �3月1日（日）10：00～12：00
場所 �尾三消防本部日進消防署（日進市
本
ほんごう
郷町宮

みやした
下3）

対象 �みよし市・日進市・東郷町・豊明市・
長久手市に在住の小学生以下の子
どもとその家族

定員 �先着で50人程度　費用 �無料
申込 �2月5日（水）8：30以降に尾三消防
本部日進消防署へ電話

令和2年度農業研修
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　農業研修の受講者を募集します。研
修の8割以上に出席し、一定の条件を
満たせば農地を借りることができます。
【①農業ふれあいコース】
　野菜栽培を始めたい人や、始めて間
もない人が対象です。
内容 �春夏秋冬野菜12種類程度の栽培
管理実習と農業用機械操作実習

期間 �4月～令和3年1月の毎週土曜日
9：00～11：30（43日程度）

講師 �JAあいち豊田職員の中
なかがわ
河善
よしひさ
久さん

対象 �市内在住で18歳以上
定員 �20人（選考により決定）
費用 �10カ月間10,000円（傷害保険料
2,500円程度が別途必要）

【②就農者育成コース】
　野菜栽培の就農を希望する人や、就
農して間もない人が対象です。
内容 �共同で春夏秋冬野菜の25種類程
度の栽培管理実習、販売実習、講
座、農業用機械操作実習

期間 �4月～令和3年3月の毎週水曜日9：
00～12：00（実習）、第1・第3水
曜日13：30～14：30（講座）�

講師 �元愛知県野菜専門技術員の伊
い ず は ら
豆原

親
ちかひろ
博さん

対象 �市内在住で18歳以上
定員 �10人（選考により決定）
費用 �年間12,000円（傷害保険料2,500
円程度が別途必要）

【①・②共通】
申込 �2月1日（土）～29日（土）に申込書
（緑と花のセンターおよび産業課
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、緑と花のセンターへ直接

他 �事前説明会3月21日（土）10：30
～11：30、入講式4月4日（土）9：
00～9：30

健康・福祉
みなよしカフェ
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502  N33-3501
内容 �参加者交流会、脳トレやコグニサ

イズなどの健康講座
日時 �2月14日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

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

　三好池や莇生を巡るコースです。梅
や芝生広場からの景色が楽しめます。
内容 �約2.7㎞のコースを約1時間かけ
て歩く

日時 �3月6日（金）9：30～11：30（8：00
の時点で雨天の場合は中止）

場所 �三好公園第7駐車場に集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

認知症カフェオリーブ
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N34-0786
内容 �ハーバリウム作り
日時 �2月27日（木）13：30～
15：00

場所 �翔寿会内談話室「キャ
ロット」（福谷町寺田5）

対象 �どなたでも可
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

ホームページ

 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 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)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

   2 土
木2

   12020

　　有料広告
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健康・福祉
市民病院健康教室
市民病院  ☎33-3300  N33-3308
内容 �高齢者の脳トレと筋トレ
日時 �2月26日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
講師 �市民病院職員の理学療法士・作業
療法士

定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �市民病院リハビリテーション課へ
電話、または直接

ひきこもり家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �ひきこもり状態の人の家族の交流会
日時 �2月19日（水）13：30～15：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

おおてまち
手町1-

　　12）
定員先着で30人　費用 �無料
申込 �2月18日（火）までに衣浦東部保健
所健康支援課こころの健康推進グ
ループへ電話

子育て
絵本の読み聞かせ
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 �2月26日（水）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
対象 �1歳6カ月以上の未就園児とその

保護者
定員 �抽選で25組　費用 �1人15円
申込 �2月12日（水）～19日（水）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

スポーツ
会長杯ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
部門 �中学生の部・一般の部
日時 �女子…3月7日（土）、男子…3月8日
（日）9：00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �2月21日（金）までに総合体育館へ
直接

採　用
スポーツ協会職員（非常勤）
スポーツ協会  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
勤務 �火～土曜日の8：30～17：15の間
で週35時間以内（割り振りは雇用
時に面談で決定）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �スポーツ振興に関する業務、経理
賃金 �月額23万503円
対象 �次の全てに該当する人
①令和2年4月1日現在で64歳未満
②日曜・祝日の勤務が可能
③普通自動車運転免許を有する
④�文書作成、表計算など、パソコン操
作ができる

⑤スポーツ振興に強い関心がある
定員 �1人　選考 �2月28日（金）
申込 �2月4日（火）～18日（火）に雇用願
（スポーツ協会で配布）に必要事項
を記入し、スポーツ協会へ直接

カヌー協会職員（一般非常勤）
カヌー協会  スポーツ課内
☎32-8027  N34-6030
勤務 �火～日曜日の8：30～19：15の間
で週35時間以内（夜間勤務あり）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �施設管理、一般事務、カヌーの指
導など

賃金 �月額23万503円
対象 ��令和2年4月1日現在、64歳未満
で普通自動車運転免許および小型
船舶操縦士2級以上の免許を有す
る人

定員 �1人　選考 �2月28日（金）
申込 �2月4日（火）～18日（火）に雇用願
（スポーツ課で配布）に必要事項を
記入し、スポーツ課へ直接

市民病院職員（常勤）
市民病院  
☎33-3300  N33-3308
職種 �薬剤師
対象 �昭和35年4月2日以降に生まれた
人で、薬剤師の資格を有する人、
または取得見込みの人

人数 �若干名　選考 �面接試験、適性検査
申込 �提出書類（ホームページを参照）を
そろえて、市民病院管理課へ郵送、
または直接

他 �院内保育所完備

ホームページ

　　有料広告
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尾三だより
　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地
区自治体間連携事業として、それぞれの市町で行われるイ
ベント情報などを相互に掲載しています。

岩崎城登城記念証を頒布しています

レクチャーミニコンサート  第6回  オペラの魅力

男性限定！フラワーアレンジ講習会

創造スタッフ企画  橋
はし

寛
ひろのり

憲・小
こばやし

林大
だ い ち

地  美術作品展

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825　

生涯学習課　☎0561-38-4111

とよあけ花マルシェプロジェクト係  豊明花
か

き市場内　
☎0562-96-1199　N0562-96-1198　{toyoake@fengming.jp

長久手市文化の家　☎0561-61-3411

　岩崎城主丹羽家の家紋と、マスコット
キャラクター「にわさきくん」が背景に描
かれた登城記念証です。岩崎城への登城
記念に1枚いかがですか。
　また、2月1日（土）から3月22日（日）ま
で特別展「おひなさま」も開催しています。

　日頃お世話になっている特別な人、身
近な人に花を贈りませんか？
日時 �2月13日（木）18：30～20：00
場所 �豊明花き市場3階大会議室（豊明市

阿
あ の

野町三
さ ん ぼ ん ぎ

本木121）
講師 �フラワーデザイナーの間

ま せ
瀬邦

く に こ
子さん

併せてご覧ください。
日時 �9：00～17：00
※月曜日は休館（祝日の場合は開館）です。
場所 �岩崎城歴史記念館（日進市岩崎町市

いち

場
ば

67）事務室受付
費用 �1枚200円

費用 �3,000円（当日集金）
定員 �先着で30人
申込 �2月3日（月）9：00～10日（月）16：00

に、住所、氏名、連絡先を明らかにし
て、とよあけ花マルシェプロジェクト
係へ電話、ファクス、またはメール

　オペラと歴史の関係、歌う声の魅力、
言葉とオペラの関係などに触れると、よ
り一層オペラが面白くなります。
日時 �2月28日（金）19：00開演（18：30開

場）
場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春

はる

　美術系創造スタッフの2人が、作家と
して作っている作品と、文化の家に「面
白い空間」を作ろうと行ってきた仕事た
ちを展示します。
日時 �2月19日（水）～3月1日（日）10：00～

19：00（最終日は17：00まで）

※2月25日（火）は休館日です。
場所 �長久手市文化の家（長久手市野

の だ の う
田農

201）展示室 他　
費用 �無料

木
き

字北
き た ん だ

反田14）
出演 �岡

おかもと
本茂

し げ お
朗さん（バリトン）

対象 �小学生以上　定員 �50人程度
費用 �1,000円
申込 �東郷町民会館（火曜休み）窓口で受講

券を発売中（電話予約も受け付け中）


