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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
秋の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　9月21日(月)から30日(水)まで、秋
の全国交通安全運動が展開されます。
一人一人が交通安全意識を高め、交通
事故の防止に努めましょう。なお期間
中、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。

【運動の重点】
●�子どもをはじめとする歩行者の安全
と自転車の安全利用の確保
●高齢運転者などの安全運転の励行
●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲
　酒運転などの危険運転の防止

サンアートの指定管理者
教育行政課��☎32-8028  N34-4379
　サンアートの施設管理などを行う指
定管理者を募集します。
期間 �令和3年4月1日～令和8年3月31日
申請 �9月15日（火）～10月26日（月）ま
でに申請書など（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

※申請書の提出方法など詳しくは9月
15日（火）～１０月９日（金）に配布する
募集要項に記載してあります。必ずご
確認ください。
※サンアート大規模改修工事
期間中のため、現地説明会は
行いません。

豊田都市計画愛知大学跡地地区
計画の変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画愛知大学跡地地区計画
の変更案を次のとおり縦覧します。こ

の案について、意見のある人は意見書
を提出することができます。
期間 �9月4日（金）～18日（金）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �変更案に意見がある人は、期間中
に任意の様式で都市計画課へ郵
送、または直接

都市計画の変更にかかる説明会
都市計画課��☎32-8021  N34-4429
　東山地区における、用途地域の変更
にかか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 �9月18日（金）19：00～
場所 �市役所3階研修室3

空き家実態調査
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　市内全域の空き家の数や状態を把握
するため、市から委託を受けた事業所
の調査員が外観調査や写真撮影を行い

ます。
期間 �9月1日（火）～9月末日（予定）
※調査員がみだりに敷地内に立ち入る
ことはありませんが、居住や使用の有
無を確認するため、玄関先や呼び鈴が
ある位置まで立ち入ることがあります。
※調査員は腕章を着用し、市発行の調
査員証を携行します。

さんさんバス
外国語版バスマップの配布
企画政策課　☎32-8005  N76-5021

　9月から英語、ポルトガル語、中
国語、ベトナム語に翻訳したさんさ
んバス外国語版バスマップを、バス
車内、市役所総合案内、市民課、企
画政策課およびイオン三好店1階イ
ンフォメーションで配布しています。

※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。

ナンバープレートに「盗難防止ねじ」を
取り付けましょう！

詐欺の封書にご注意！

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

た、駐車場にもセンサーライトや防犯カメラを設置しましょう。

　豊田警察署管内で、架空の料金を請求する封書が多数確認されてい
ます。犯人は「法務管理局」をかたり、「連絡がない場合は財産を強制
的に差し押さえる」などと不安をあおり、訴訟取り下げ費用と称して
多額の現金を請求してきます。

【対策】
●封書に書かれた連絡先には絶対に連絡しない
●身に覚えのない電話や郵便物については、自分だけ
　で判断せず、必ず誰かに相談する

ホームページ

　過日、みよし市内で、民家敷地内に駐車していた車両のナンバープ
レートの盗難被害が、一晩で10件以上発生しました。盗まれたナン
バープレートのほとんどは、他の犯罪に悪用されてしまいます。被害
防止のためにナンバープレート盗難防止ねじを取り付けましょう。ま
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●使い捨てライター…市役所リサイク
　�ルステーションまたは中身を使い切
ってから金属ごみ

愛知県立農業大学校
令和3年度学生募集
愛知県立農業大学校教育部
学務科　☎0564-51-1602　
　愛知県立農業大学校では、実践的な
農業を学ぶことができます。募集の詳
細はホームページをご覧ください。
科目 �農学科…鉢物・緑花木、切花、作
物、果樹、露地野菜、施設野菜、
酪農、養豚・養鶏

期間 �2年　定員 �100人

新規就農相談会
豊田加茂農林水産事務所
農業改良普及課
☎0565-32-7509  N0565-35-0416
{toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp
内容 �就農準備および農地制度などの説
明、先輩就農者の事例発表、個別
相談

※新型コロナウイルス感染症の発生状
況により個別相談のみとなる場合があ
ります。
日時 �10月24日(土)13：00～16：00
場所 �豊田加茂総合庁舎別館2階第1会
議室(豊田市元

もとしろ
城町4-45)

対象 �みよし市または豊田市で新たに農
業に取り組む意欲のある人

定員 �先着で20人
申込 �10月16日(金)まで（必着）に郵便
番号、住所、氏名、年齢、メール
アドレス、ファクス、電話番号、

個別相談希望の有無、「新規就農
相談会に参加希望」であることを
明らかにして、豊田加茂農林水産
事務所農業改良普及課へ郵送(〒
471-8566　豊田市元城町4-45)、
ファクス、またはメ－ル

催し・講座
秋期日本語ボランティア
入門講座
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。
日時 �9月23日～11月18日の水曜日
10：00～11：30（全8回）

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

※外国語能力は問いません。
定員 �先着で6人　費用 �無料
申込 �9月16日（水）までに協働推進課へ
電話、または直接

第5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
　軽トラックの荷台などを店舗に見立
て、新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨な
どをお値打ちに販売します。ぜひ、お
越しください。
日時   9月5日（土）9：00～11：30（雨天開
催）

場所 ��おかよし交流センター駐車場

ふるさと納税返礼品事業者の募集
財政課　☎32-8002　N76-5021
{zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　市へふるさと納税を行った
寄付者への返礼品を提供して
いただく事業者を募集して
います。
対象市内で生産・製造・加工した商品　
　　（期間限定の商品でも可）
申込 �申請書（財政課で配布、�ホームペ
　　ージからダウンロード可）に必要
　　事項を記入し、財政課へ郵送、メ
　　ール、ファクス、または直接

発火物の廃棄に注意してください
環境課　☎32-8018　N76-5103
　6月22日に市内の燃やすごみを積
んだごみ収集車から白煙が上がったた
め、緊急停車し、消火器を使用する事
態が発生しました。原因は廃棄された
モバイルバッテリーからの発火による
ものでした。充電器などの発火物を廃
棄する際は、以下のことに注意してく
ださい。
●充電器やスマートフォンなどのリチ
　�ウムイオン電池を使用する機器…リ
サイクルステーション（グリーンス
テーション三好、三好公園第4駐車
場北）の小型家電コーナーへ
●スプレー缶…使い切って、穴を開け
　�てから金属ごみ（穴を開けられない
場合は中身を空にしてリサイクルス
テーションへ）
●小型コンロなど…電池着火式のもの
　�は、必ず電池を抜いてから金属ごみ

　ホームページ ホームページ

　　有料広告

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

ホームページ

らダウンロード可）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。
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催し・講座
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7日～令和3年3月
10日の毎週水曜日（12月23日・30
日、1月6日を除く）10：00～11：30
●�土曜教室…10月3日～令和3年3月
13日の毎週土曜日（12月26日、1
月2日を除く）10：00～11：30

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・在学の16歳以上
　　で日本語を勉強したい外国人
費用 �無料（テキスト代が別途必要）
申込 �不要。開催日に会場へ直接

第2回野菜づくり講習会の
参加者募集
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　大根、白菜、ブロッコリーを自分で
作ってみようという人を対象に、講習
会を開催します。
内容 �作る野菜の土づくり・苗植付け・育
て方・追肥・手入れの仕方など

日時 �9月19日（土）10：00～11：00（少
雨決行）

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 �9月1日（火）～15日（火）までに緑と
花のセンターへ電話、または直接

みよし創業塾
みよし商工会��
☎34-1234��N34-5799
　創業に必要なノウハウや知識を、全
般的に学びます。
日時 �10月3日～11月7日の土曜日10：
00～15：00

場所 �東海学園大学三好キャンパス
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

5年以内の人
定員 �先着で10人　費用 �4 ,000円
申込 �9月23日（水）までに、申込用紙（産
業課、みよし商工会窓口で配布、
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、みよ
し商工会へ郵送（〒470-0224�三
好町大慈山2-11）、ファクス、ま
たは直接

高齢者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
　人生100年時代に向けて「シニア世代
からの職業人生をどう考える！」につい
て学びませんか。
日時 �10月14日(水)13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �特定社会保険労務士の小

お や ま だ

山田政
まさよし

義
さん

対象 �50歳以上の就職活動中の人
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �9月1日(火)～10月8日(木)（土・日
曜日、 祝日を除く）にジョブサポ
ートみよしへ電話、または直接

食育推進ボランティア研修交流会
愛知県豊田加茂
農林水産事務所農政課� 
☎0565-32-7363 
N0565-32-7396
{toyotakamo-nourin@pref.aichi.lg.jp
　食育推進ボランティア研修交流会
「地域の伝統食『鮎飯』～鮎釣り師直
伝！　絶品『鮎飯』の作り方」を開催し
ます。食育ボランティアと一緒に地域
の食を見直し、味わいませんか。
内容 �鮎を題材とした講座・調理実習
日時 �10月2日（金）10：30～13：30
場所 �三州足助屋敷薫楓亭（豊田市足

あ す け

助
町飯

いいもり

盛36�☎0565-62-1188）
対象 �みよし市・豊田市在住で18歳以上
定員 �抽選で15人
費用 �3,000円（入館料、駐車場料金、
飲み物代含む）

申込 �9月17日（木）までに申込書（ホー

ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、郵送（必着）、
ファクス、またはメール

豊田高専の催し・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

【高専生と科学工作＆稲刈り
に挑戦】
日時 �10月4日（日）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

さ さ ど

戸町（名鉄豊田市駅集合）
対象 �小学4～6年生　定員 �抽選で12人
費用 �500円　
申込 �9月18日（金）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�豊田市栄

えいせい

生町2-1）、
ファクス、またはメール

【100万語英語多読体験会】
内容 �英文多読の原理と多読図書の紹介
日時 �10月3日（土）10：00～11：30
場所 �豊田工業高等専門学校図書館（豊
田市栄生町2-1）

申込 �不要。会場へ直接

健康・福祉
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
る人はいませんか。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 �講演「腹が立った時どうする？　
認知症介護の知恵袋」

日時 �9月25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

※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

ホームページ
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などでの日差し対策をお願いします。
申込 �不要。集合場所へ直接

自殺予防週間
健康推進課  保健センター内
☎34-5311　N34-5969
　9月10日から16日までは自殺予防週
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
る人にも紹介してあげてください。そ
して、一人ではないと温かく寄り添い
ましょう。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：
00を除く）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（☎0566-21-9337）

障がい者向け身だしなみ講座
社会福祉協議会 
☎34-1588  N34-5860

　誰にでも好感をもたれる身だしなみ
を学び、地域デビューや就労につなげ
てみませんか。
内容 �爪チェック、服装チェック、洗顔、
メイクまたは顔そり、体臭予防

日時 �10月13日（火）13：30～15：30
場所 �福祉センター３階大ホールＡ・Ｂ
対象 �次のいずれかに該当する人
①市内在住で療育手帳・身体障害者手
　帳・精神障害者手帳の交付を受けて
　いる
②市内特別支援学級および特別支援学
　校の生徒で中学１年生以上
③市内就労移行支援事業所を利用して
　いる
定員 �先着で20人
申込 �9月7日（月）～30日（水）に、社会
福祉協議会へ電話または直接

子育て
ベビトレヨガ
きたよし地区子育て支援センター
莇生保育園内
☎34-4660  N34-7558

日時 �9月17日（木）Aグループ10：00～
10：45、Bグループ11：00～11：45

場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �市内在住で6カ月～3歳ぐらいま
　　での子とその保護者
定員 �抽選で各グループ10組
費用 �1人15円　持物 �バスタオル
申込  9月3日（木）～10日（木）にきたよし
地区子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎33-0791  N34-0786
　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �K

ケ イ コ
eiko&K

コ ウ ジ
oujiライブ

日時 �9月24日（木）13：30～15：00
場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　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
　ヘルスパートナーと一緒に歩きな
がら、みよしの魅力を発見しません
か。整備された河川敷は、緑のじゅう
たんが広がり、野鳥や川のせせらぎな
どを楽しむことができます。
内容 �約4㎞のコース（境川緑地）を約1
時間30分かけて歩く

日時 �10月2日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �境川緑地公園に集合（下図参照）

境川
珈琲屋
らんぷ

集合
場所

ファミリー
マート

三好井ノ口

※駐車場に限りがあります。

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健
康記録手帳と名札

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子

   9 火
日9

   12020

　　有料広告

 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
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　　へ電話、または直接

小学校就学時健康診断・知能検査
学校教育課�☎32-8026�N34-4379

　令和3年度、小学校へ入学する子
は、健康診断と知能検査を受ける必要
があります。案内を 9月中旬に各保
育園・幼稚園で配布、または学校教育
課から送付しますので、必ず受診して
ください。

子育て
育児講座「ことばの育ち～かか
わり方・遊びのヒント」
子育て総合支援センター
☎34-0500  N34-0501
内容 �言葉の育ちのプロセスや親の関わ
　　り方・遊び方のヒントを学ぶ
日時 �9月29日（火）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
対象 �0歳～1歳半児の保護者
定員 �15人　費用 �1人15円　託児 �あり
申込 �9月15日（火）～22日（火）9：00～
16：00に子育て総合支援センター

※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。

他 �定員を超えた場合は、10月30日（金）18：00までに
受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育
の必要性の高い子を優先にして調整。子どもの発育
に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支
援課へ相談

※入園要件など詳しくは、申込書と同時に配布する「保
育園入園申し込みのご案内」、
または9月10日（木）以降に
ホームページをご覧ください。

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

　令和3年4月1日からの新入園と、令和3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する保育園児の入園
受け付けを行います。申込書は9月10日（木）以降に各保育
園（みよしの森ほいくえんは、子育て支援課）で配布します。
日時 �受付日は下表のとおり　場所 �入園第1希望の園　
※みよしの森ほいくえん（令和3年4月1日開所予定0～2歳
児対象）の入園受け付けは、子育て支援課で実施します。
※可能な限り入園対象のお子さんをお連れください。当日
に申し込みができない場合は、入園第1希望の園に事前に連
絡し、10月30日（金）18：00までの平日に申し込みしてく
ださい。

受付日 受付
時間 保育園名 所在地 電話番号 保育実施

児童年齢 延長保育 区分

10月2日
（金）

9：00～
18：00

莇生保育園 莇生町仲田48-1 ☎34-7557 0～5歳児 19：00まで 私立
打越保育園 打越町畦違311 ☎34-0123 0～5歳児 19：00まで 公立

10月7日
（水）

9：00～
18：00

黒笹保育園 福谷町西大山1-31 ☎36-5107 0～5歳児 19：00まで 私立
明知保育園 明知町細口浦41 ☎32-1035 1～5歳児 19：00まで 公立

9：00～
17：15

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

未定（入園受け付
けは、子育て支援
課にて実施）

0～2歳児 19：00まで 小規模

10月8日
（木）

9：00～
18：00

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 19：30まで 小規模

なかよし保育園 西一色町二ノ沢8-2 ☎32-3048 0～5歳児 19：00まで 公立
わかば保育園 三好町大坪54 ☎34-1151 0～5歳児 19：00まで 公立

10月9日
（金）

9：00～
18：00

天王保育園 三好町天王51-20 ☎32-2346 0～5歳児 22：00まで 私立
みどり保育園 三好丘桜4-11-1 ☎36-3330 0～5歳児 19：00まで 公立

10月13日
（火）

9：00～
18：00

すみれ保育園 三好町八和田108 ☎34-3123 0～5歳児 19：00まで 公立
城山保育園 福谷町市場61-2 ☎36-3310 0～5歳児 19：00まで 公立

ホームページ

ベビーダンス
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 �10月15日（木）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �3カ月～1歳半までの未就園児と
その保護者

定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
持物 �縦抱き抱っこ紐（必ず縦型で）
申込 �10月1日（木）～8日（木）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
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スポーツ
総合体育大会ミックスダブルス
テニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
�内容 �男女混合ミックスダブルス（1セッ

トマッチ）
日時�11月14日（土）9：00～（予備日21
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
ス協会登録者

費用��1組2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
�申込�10月4日（日）までに長山さんへ
メール（{i-nagayama@tim.hi-
ho.ne.jp）

水泳教室（後期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
　25メートルクロールを目標に楽し
く水泳上達を目指しませんか。
日時 �10月24日～令和3年3月27日の指
定する土曜日①9：00～9：45、②
9：50～10：35

場所 �みよしスポーツアカデミー（三好
町天王26-3）

対象 �小学生　定員 �先着で各若干名
費用 �受講料23,500円（半期）、年会費
1,000円（年間）、スポーツ保険料

　　800円（年間）
申込 �9月27日（日）9：00～受付開始。以

降は平日（月曜日を除く）13：00
～17：00、土・日曜日9：00～12：

　　00、13：00～17：00に参加費を
　　添えて、なかよしクラブへ直接
※9月15日（火）～26日（土）に空き状
況を電話で確認してください。
※詳しくはホームページをご覧ください。

三好さんさんスポーツ
クラブの教室・体験会
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

【前期幼児かけっこ教室】
日時 �9月13日・27日の日曜日①8：00
～9：00、 ②9：15～10：15、10
月4日・18日、11月8日・29日の
日曜日①9：00～10：00、②10：
15～11：15

※後期…12月～令和3年3月も月2回
程度開催予定です。
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �①年長児～小学2年生、②年少～
年長児

定員 �各回先着で10人　
費用 �9月12日（土）までに事務手続き料・
保険料1,000円、参加費1回につき
1,000円またはチケット6回分
5,400円を、火・木曜日9：00～
15：00、水・金・土曜日9：00～
12：00に三好さんさんスポーツク
ラブへ直接

※初めての人は、1回500円（保険料込
み、当日集金）で体験できます。
申込 9月10日（木）までに、氏名、園名
（学校名）、学年、電話番号を明ら

　　有料広告

かにして、三好さんさんスポーツ
クラブへメール

【タグラグビー体験会】

日時 �9月27日、10月4日・11日の日曜
日15：00～17：00

場所 �緑と花のセンターふれあいA広場
対象 �小学1年生～中学生
定員 �各日先着で50人
費用 �1回500円（保険料込み、当日集金）
申込 �各開催日の3日前までに、氏名、
学校名、学年、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

採　用
ふるさと納税事業補助員の募集
財政課　☎32-8002　N76-5021
勤務 �1日7時間45分以内で週
5日以内

期間 �10月～令和3年3月31日
業務 �ふるさと納税事業拡大に伴う新規返

礼品取扱事業者への訪問活動など
人数 �1人　選考 �書類および面接
申込 ��9月25日（金）までに「会計年度任
用職員登録申込書」（財政課で配
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、財政
課へ郵送または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ


