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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
地区拠点施設整備協議会委員募集
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
内容 �将来の地区拠点施設整備について
協議、検討をする

期間 �選任日～令和5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�地区拠点施設の利用について関心が
ある
②市内在住で18歳以上
③�平日の昼間に開催する会議に出席で
きる（年3回程度開催）
④�他の審議会などの委員、国家公務員
および地方公務員でない
⑤�過去に当協議会の委員となったこと
がない

人数 �2人　選考 �書類選考
申込 �5月31日（月）までに申込書（様式
自由）に住所、氏名、電話番号、
生年月日、職業、志望理由（簡潔
に記入）を明らかにしてレポート
（1,000字程度でテーマ「私の考え
る地域の拠点となる施設」）を添え
て協働推進課へ直接

�※申込書およびレポートは返却しま
せん。
※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。

令和3年経済センサス‐
活動調査にご協力ください
企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
　令和3年6月1日現在で、市内事業所
と企業を対象とした経済センサス-活
動調査を実施します。市では、5月中
旬から調査員証を携帯した調査員が調

査票の配布に伺います。回答方法は、
インターネットまたは調査票郵送によ
る回答となります。調査票に記入して
いただいた内容は、統計作成の目的以
外には絶対に使用されません。統計法
に基づき秘密は厳守されますので、正
確な記入をお願いします。

計量器（はかり）の定期検査
（集合検査）
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　計量器を取引や証明などに使用する
場合は、定期的に検査を受けることが
計量法で義務づけられています。該当
する計量器などがありましたら、計量
器を持って受検してください。検査を
受検していない計量器を取引や証明な
どに使用すると、計量法違反行為とな
り処罰されることがあります。詳しく
は、産業課へお問い合わせください。
日時 �5月19日（水）10：00～12：00、
13：00～15：00

場所 �市役所第4駐車場内バス車庫（市
役所東側）

費用 �1台500円～
※運搬が著しく困難だと認められる場
合は、計量器が設置されている場所で
の受検も可能（事前申請が必要）です。
※計量士（有資格者）が定期検査日以前
1年間以内に行った検査で、愛知県知
事にその旨を届け出た場合は、定期検

査が免除されます。

第28回三好いいじゃんまつり
踊りグループの参加募集
観光協会　産業課内 
☎34-6000  N34-4189

　「じゃんだらりん」と「JUST�ROLLIN'」
の軽快なリズムにのって、思い切り踊
って楽しみませんか。
日時 �8月21日（土）17：00～21：00（予
定）

場所 �三好稲荷閣周辺道路
対象 �18人以上（進行責任者1人、踊り
手16人、給水係1人）で構成する
グループ

※初参加グループ（初めていいじゃん
踊りを踊る人が8割以上のグループ）
は6月19日（土）の事前審査会への出
席が必要です。
※上記に満たないグループでも参加で
きますが、いくつか制限があります。
定員 �先着で3,000人（予定）
申込 �5月10日（月）～28日（金）（予定）
に観光協会へ電話

　市内では令和3年1月から3月末までの間に、自動車の盗
難被害が5件発生しています。車から離れるときは、短時間
でも必ずキーを抜き、ドアを施錠し窓も確実に閉めましょ
う。プラスワンの防犯対策として、ハンドルを物理的に動か

自動車盗に要注意
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

せなくするハンドル固定装置や、ブレーキペダルを固定してエンジンを
始動できなくするブレーキペダルロックなども有効です。

※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。
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自転車乗車用ヘルメット
購入費補助
防災安全課  
☎32-8046��N76-5702

　転倒や交通事故の衝撃から頭部を保
護する自転車乗車用ヘルメットの着用
を促進することを目的として、ヘルメ
ットの購入費を補助します。
対象 �申請時に市内に住所を有し、次
のいずれかの認証を受けた新品の
ヘルメットを令和3年4月1日以降
に購入した人

【認証】
SGマーク、JCFマーク、CEマーク、
GSマーク、CPSCマーク
補助 �ヘルメット1個につき購入費の2
分の1（100円未満切り捨て、上
限2,000円）

※補助は、ヘルメット使用者1人につ
き1個かつ1回までです。
申込 �5月6日（木）から令和4年3月31日
（木）までに、申請書兼実績報告書
（防災安全課で配布、ホームページ
からダウンロード可）に次の必要書
類を添えて防災安全課へ直接

※購入日から3カ月以内に提出してく
ださい。
※申請は、使用者本人が行ってくださ
い。使用者が未成年などで本人には申

請が難しい場合は、保護者などによる
代理申請が可能です。

【必要書類】
ヘルメット購入の領収書に、使用者の
氏名（代理申請を行う場合は、代理申
請者の氏名でも可）・領収日・領収金額・
購入店・品名・品番が明記してあるも
の、�安全基準の認証が確認できるもの
※詳しくは、ホームページをご確認く
ださい。

広報みよしの製本
広報情報課 ☎32-8357��N76-5021
　令和2年度に発行された広報みよし
を記念に製本して、1冊にまとめてみ
ませんか。
費用 �1冊1,000円（税・送料込み。振り
込み手数料が別途必要）

申込 �6月30日（水）までに令和2年度の
広報みよし（令和2年4月号～令和
3年3月号）をまとめて、広報情報
課へ直接

特設法律相談
市民課  ☎32-8012��N32-8048
　相続、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の相談に
専門の相談員が応じます。
日時 �6月4日（金）13：30～16：30（1回
30分）

場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤
申込 �5月17日（月）～31日（月）に市民課
へ電話、または直接

※予約人数に達し次第、受け付けを終
了します。

特設人権相談
市民課　☎32-8012��N32-8048
　全国人権擁護委員連合会は、人権擁
護委員法が施行された6月1日を「人権
擁護委員の日」と定めています。市で
は特設人権相談所を開設し、女性・子
ども・高齢者をめぐる人権の問題や近
隣とのトラブルなどの相談に人権擁護
委員が応じます。
日時 �6月1日(火)9：00～12：00
場所 �市役所2階202会議室
費用 �無料　申込 �当日、会場へ直接

芸術文化国際大会等
出場者激励金
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114
　芸術文化の分野における国際大会、
全国大会などに出場する人および団体
に出場者激励金を支給します。
対象 �4月1日～令和4年3月31日に国際
大会、全国大会などに出場する市
内在住の人（義務教育を受けてい
て、学校の代表として出場するも
のは除く）および団体に属する市
内在住の人

申込 �大会などが開催される15日前まで
に、申請書（生涯学習推進課で配
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、大会
などの出場に至った経緯および大
会の内容が分かる資料、出場者名
簿を添えて生涯学習推進課へ直接

※交付対象の大会など、詳しくはホー
ムページをご確認ください。

ホームページ

ホームページ

　　有料広告

みよし市安全安心なまちづくり大使

　　　　みよ獅
し
子
し
ちゃん
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お知らせ
流域モニタリング一斉調査
参加者募集
環境課  ☎32-8018��N76-5103
　県内全域で「流域モニタリング一斉
調査」を行います。河川やため池など
身近な水環境の調査をしませんか。
内容 �身近な水辺で「水のきれいさ」「生
態系」「水辺の様子」を調べ、調査
票（申し込み後配布）を提出

期間 �6月5日（土）～9月末
対象 �どなたでも可（小学生以下は保護
者同伴）

申込 �8月4日（水）までに環境課へ電話、
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　介護用シャワーチェア、
浴槽用すべり止めマット
●譲ってください　保育園のスモッ
ク・体操服

【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】
　5月6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。

自動車税種別割の納付
豊田加茂県税事務所 
☎0565-32-7483
　5月31日（月）は、自動車税種別割の
納期限です。4月1日現在で自動車をお
持ちの人を対象に、4月30日（金）に県
税事務所から納税通知書を発送しま
す。お近くの県税事務所、金融機関、
コンビニエンスストアなどで納付して
ください。パソコンやスマートフォン

※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。

などを利用したインターネットバンキ
ングやクレジットカード（別途、決済
手数料が必要）、スマートフォン決済
アプリ（PayPay、LINE�Pay、PayB）で
も納付できます。なお名義変更や廃車
などの手続きを他の人に依頼した自動
車の納税通知書が届いた場合は、それ
らの手続きが３月末日までに行われて
いないことが考えられますので、依頼
先にご確認ください。転居などにより
納税通知書が届かないときは、管轄の
県税事務所に連絡してください。

催し・講座
第1回自然観察会
環境課　☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　保田ケ池とその周辺を散策しながら、
市内に残された希少な生態系を観察し
ませんか。皆さんのご参加をお待ちし
ています。
日時 �5月15日（土）9：00～10：30
場所 �保田ケ池およびその周辺
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
定員 �10組程度
申込 �5月7日（金）までに氏名、保護者
名、学年、電話番号を明らかにし
て、環境課へファクス、メール、
または直接

【みよしいきもの調査隊隊員募集】
　「みよしいきもの調査隊」は、市内に
生息する生き物の調査をしています。
身近な自然を一緒に回り、植物や鳥な
どの生き物を観察しながら親子で自然
との触れ合いを楽しんでみませんか。
皆さんのご参加をお待ちしています。
内容 �年3回程度の自然観察会への参加
と生き物の調査

対象 �市内在住の小学生がいる親子また
はグループ

申込 �5月28日（金）までに参加者全員の
氏名と保護者名、年齢、学年、住
所、電話番号を明らかにして、環
境課へファクス、メール、または
直接

第1回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　ピーマン・ミニトマト・ナスの土づ
くりや苗の植付け、育て方などを学び
ませんか。
日時 �5月15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 �5月1日（土）～11日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229
内容 ��デニム地を使ったバッグ作り
日時 ��5月27日(木)10：00～12：00、
13：00～15：00

場所 ��エコサイクルプラザ（東郷町大字
諸
も ろ わ

輪字百
ど ど

々51-23）
定員 �20人　費用 �700円
申込 �5月16日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

豊田高専の体験講座
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828
N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp
　高専生とオリジナルの万華鏡作り
と田植え体験をしませんか。
日時 ��5月23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 �5月16日（日）までに申込書（豊田
高専総務課で配布、ホームページ
からダウンロード可）に必要事項
を記入し、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

ホームページ

ホームページ
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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
　新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨など
をお値打ちにお買い求めいただけます。
皆さんのお越しをお待ちしています。
日時 �5月8日(土)9：00～11：30（雨天
開催）

場所 ��JAあいち豊田グリーンステーシ
ョン三好駐車場

健康・福祉
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
内容 �①三好丘緑地を巡る約4.4㎞のコ
ース、②さんさんの郷から細口公
園付近を巡る約5.1kmのコースを
ヘルスパートナーと一緒に歩く

日時 �①5月7日（金）9：30～11：30、
②6月4日（金）9：30～12：00（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �①おかよし交流センター、②さん
さんの郷第3駐車場

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

申込 �不要。集合場所へ直接

※参加する人は当日体温測定をしてか
らお越しください。

脳ドックを
受診しましょう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　脳血管疾患などの脳の病気は、生活
習慣病が大きく関わっており、自覚症
状がないまま進行するため、症状が出
たときには緊急性も高くなり重症化し
やすいことが特徴です。脳血管疾患な
どの早期発見を目的として、この機会
に脳ドックを受診しましょう。
日時 �7月1日（木）～令和4年1月31日（月）
場所 �①いしい外科三好クリニック、②
みよし市民病院

対象 �市内在住の40～74歳（昭和22年4
月1日～昭和57年3月31日生まれ）
で下記の受診要件のいずれにも該
当しない人

●�職場などで脳ドック検査の受診機会が
ある、または受診費用の助成がある
●��平成29年度～令和2年度に市の脳
ドックを受診した
●�手術などで体内に金属や機器の埋め
込みをした（人工関節・ペースメー
カーなど）
●�妊娠、またはその可能性がある
●�現在、脳血管疾患で治療中または既
往歴がある、もしくは頭痛などの症

状がある
※心臓人工弁や手術などでクリップし
た人は、主治医の確認が必要な場合が
あります。事前確認できないときは、
受診できない場合があります。
費用 �7,000円
定員 �①抽選で100人、②抽選で200人
申込 �5月21日（金）までに申込書（健康
推進課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、健康推進課へ郵送（必着）、
または直接

※申込書をダウンロードできず、自宅
への郵送を希望する人は、健康推進課
へ電話してください。

8020運動の達成者募集
豊田加茂歯科医師会
☎0565-35-8020　N0565-34-3394
　80歳になっても自分の歯を20本以
上保つ8020運動の達成者に、表彰と
記念品の贈呈を行います。
対象 �昭和17年3月31日以前の生まれ
（令和4年3月31日時点で80歳）
で、自分の歯が20本以上残って
いる人（過去に8020表彰をされ
た人を除く）

申込 �5月31日（月）までに豊田加茂歯科
医師会会員の歯科医院へ直接

※証明の健診（無料）を受けていただき
ます。

ホームページ

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

5月27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

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、音楽
との触れ合いなど

5月8日（土）・18日（火）・
28日（金）14：00～16：
00

三好丘旭1-4-8 100円
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
師や社会福祉士などによ
る相談

5月13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

参加者同士の談話、保健
師や社会福祉士などによ
る相談（参加希望者はみ
なよし地域包括支援セン
ターまで電話）

5月25日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

5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集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。内容は変更となる場合があります。
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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。

    5 土
木

   1
    5

2021

　　有料広告

ホームページ

期間 �7月21日（水）～8月31日（火）（土･日曜日、8月13日（金）
を除く）8：00～18：00。就労証明などで必要性が認め
られた場合のみ7：30～8：00、18：00～19：00の利用
も可

※今後、夏休みの日程変更に伴い、上記の期間が変わる場合
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 �7月…4,100円（月額）、8月…8,000円（月額）
申込 �5月10日(月)～5月31日(月)に申込用紙（子育て支援課、
各児童クラブ(14：15～19：00)で配布）に必要事項を記
入し、就労証明書を添えて、子育て支援課、または各児
童クラブへ直接

※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。

　市では、放課後児童クラブの
運営を民間事業所に委託してい
ます。放課後児童クラブで働き
たい人は、各事業所にお問い合
わせください。

詳しくは、各児童クラブへご連絡ください。

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 募集人数

中部児童クラブ 中部児童クラブ 10人

南部児童クラブ 南部小学校 5人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 10人

三好丘児童クラブ 三好丘小学校 10人

緑丘児童クラブ 緑丘小学校 15人

黒笹児童クラブ 黒笹小学校 20人

緑丘児童クラブ
夏季教室（予定） 緑丘小学校 40人

南部児童クラブ
夏季教室（予定） 南部小学校 40人

児童クラブ名 場所 募集人数 住所 電話番号

キッズクラブ・
クックバラ ベル三好幼稚園 若干名 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 若干名 三好丘1-11-5 ☎36-3131

エジソンハウス 桃山幼稚園 20人 西陣取山26-1 ☎32-4443

委託事業所 児童クラブ名 電話番号

株式会社明日葉 北部児童クラブ、天王児童クラブ、
三好丘児童クラブ、緑丘児童クラブ ☎052-746-9231

シダックス大新東ヒュー
マンサービス株式会社

中部児童クラブ、南部児童クラブ、
三吉児童クラブ、黒笹児童クラブ ☎0574-23-1041

夏休み期間の放課後児童クラブ入所受け付け

放課後児童クラブの支援員の募集

公立放課後児童クラブ公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ民間放課後児童クラブ

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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健康・福祉
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。
内容 �介護者交流会「介護の仕方を皆で
考えよう」

日時 �5月28日（金）13：30～15：30
場所 �市役所1階101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
就学相談会
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和4年度以降に小学校へ就学する
お子さんとその保護者を対象にした就
学相談会を実施します。子育てや小学
校の就学に関する悩みについて、専門
の相談員などが無料で相談に応じます。
お気軽にご相談ください。
日時 �①6月3日（木）・7日(月)・9日（水）・
11日（金）9：00～12：00、13：00
～17：00

場所 �学びの森相談室
申込 �5月10日（月）以降に学びの森へ電
話（☎33-5010）（要予約）

ファミリー・サポート・センター
の入会説明会・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。依頼会員・援助会員になるた
めの入会説明と講習会を開催します。
内容 �入会説明、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 �6月16日（水）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �依頼会員…市内在住・在勤・在学で
生後2カ月～小学6年生までの子
どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な
20歳以上の人

申込 �5月6日（木）～29日（土）（日・月曜日
を除く）9：00～17：00にファミリ
ー・サポート・センターへ電話、ま
たは直接

親子ビクス
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内 
☎36-5722   N36-5108
日時 �6月3日（木）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
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 �5月20日（木）～27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

親子リトミック
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 �5月20日（木）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
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 �5月6日（木）～13日（木）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

乳幼児の緊急手当ておよび
救急救命
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
内容 �消防署員による乳幼児に起きやす
い身近な事故や怪我の対処方法、
応急処置、救急救命などについて
の講義

日時 �5月26日（水）10：00～11：00

場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �0歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で12組　費用 �1人15円　
申込 �5月12日（水）～19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

採　用
愛知中部水道企業団職員
愛知中部水道企業団総務課
☎38-0036
　令和4年4月採用予定の職員を募集
します。受験資格など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
職種 �事務職、技術職（土木・建築・電気・
機械・化学・情報）

試験 �1次…7月11日（日）、2次…8月6
日（金）、3次…9月中旬（予定）

申込 �5月6日（木）～6月11日（金）（必着）
に提出書類をそろえて、愛知中部
水道企業団総務課へ郵送（〒470-
0153�東郷町大字和

わ ご う
合字北

きたかがや
蚊谷

212）、または直接

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �ネコの里親探し、三好ネコの会PR
日時 �5月2日（日）10：00～15：00
場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �県内在住でネコを家族の一員とし
て最後まで飼うことができる人

申込不要。会場へ直接
問合 �銅

ど う き
城みえ子

こ
さんへ電話（☎090-

7618-1659）

空き屋・相続相談会
　毎月第2金曜日に、行政書士、一級
建築士による空き家・相続に関する相
談会を行っています。
日時 �5月14日（金）10：00～12：00
場所 �三好丘集会所　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接
問合 �島

しまふじ
藤英
ひでのぶ
信さんへ電話（☎080-5127-

1221）

ホームページ


