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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
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
弁護士や司法書士が応じます。
日時  10月1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 9月13日（月）～27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。

住民票の写しなどの交付に係る
本人通知制度
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　住民票の写しや戸籍謄本などを本人
以外の第三者に交付した場合、事前に
登録した人に対して、その事実を通知
する制度を実施しています。これによ
り、住民票の写しなどの不正請求や不正
取得の早期発見などが可能になります。
内容住民票（除票を含む）の写し、戸
籍（除籍を含む）の謄本・抄本・同
附票の写しの種別・交付日・通数・
請求した第三者の種別の通知

※国や地方公共団体からの請求などの
場合は除きます。
期間登録日から3年間。希望により更
新も可能（手続きが必要）

対象市の住民基本台帳、または戸籍
に記載されている人（過去に記載
されていた人）

申込次の書類をそろえて市民課へ直接
（サンネットは不可）

●本人…本人確認書類（運転免許証・マ

イナンバーカード・パスポートなど）
●代理人…代理人の本人確認書類と委
任状（委任状の様式は任意）

都市計画の変更にかかる説明会
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　弥栄地区における、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24日（金）19：00～
場所市役所3階研修室3

市民病院の新任医師の紹介
管理課  市民病院内  ☎33-3300
　市民病院の総合診療医として市

いちはら

原透
とおる

医師が着任され、7月1日付けで顧問
に就任しましたので紹介します。

【あいさつ】
これまで国立名古屋病院、国立病院
機構豊橋医療センターにて消化器外科
医として地域医療に携わってきまし
た。今後はみよし市民病院で総合診療
医として地域の皆さんに心温まる医療
を心掛けて参りたいと存じます。いつ
でも気軽に相談していただければ幸い

です。よろしくお願いいたします。

子どもの学習・生活支援事業
サポーターの募集
福祉課 ☎76-5663 N34-3388
市内に住む就学援助対象世帯、ひと
り親世帯などの小・中学生を対象に学
習支援や生活支援を実施する事業のサ
ポーターを募集しています。子どもた
ちのチャレンジを応援するサポーター
になりませんか。
日時毎週木曜日17：00～19：30、 偶
数月の第1土曜日10：00～15：00

※木曜日は学習、土曜日はイベントを
開催します。
場所三好町内
※詳しくはお問い合わせください。
申込福祉課へ電話、または直接

無料調定相談会
豊田調停協会
裁判所の調停委員が調停制度の手続
きや利用方法の相談に無料で応じます。
内容   ①交通事故・借入債務などの民事
トラブル、②相続・離婚などの親
族間のもめごと

日時 10月18日（月）9：00～16：00
（12：00～13：00を除く）

場所豊田市役所南庁舎1階市民相談課
申込不要。当日、会場へ直接（先着順）
※電話での問い合わせには応じていま
せん。

※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。

無施錠自転車の盗難が増えています！
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　駅の駐輪場で自転車の盗難が増加しています。特に学生
など若い人の無施錠での被害が目立ちます。

　自転車を駐輪する際は、わずかな時間でも必ず施錠をしましょう。
自転車に付属している鍵とワイヤーロックやU字ロックなどを合わせ
たツーロックをしておくと、さらに盗まれにくくなります。
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寄付などにご協力ください。

愛知県立農業大学校
令和4年度学生募集
愛知県立農業大学校教育部
学務科 ☎0564-51-1602
　広大な施設で実践的な農業を学ぶこ
とができます。Uターン就農希望者も
歓迎します。詳細はホームページをご
覧ください。
専攻農学科…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

特別職報酬等審議会委員募集
人事課 ☎32-8351 N32-2165
{jinji＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
　市長、副市長および教育長の給料の
額や市議会議員の報酬の額などに関す
る審議を行う委員を募集します。
期間任命日～審議終了
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（市の他の審
議会の委員、国家公務員、地方公務
員、議員を除く）

② 平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年3回開催予定）

③ 過去に当審議会委員に選任されてい
ない

人数 2人　選考書類選考
申込 9月14日（火）まで（必着）に任意の
様式に住所、氏名、電話番号、職
業、生年月日、応募理由（簡潔に
記入）を明らかにして、レポート

（1,000字程度。テーマ「応募の動
機について」）を添えて人事課へ郵
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。

催し・講座
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
ぜひお買い求めください。

日時 9月11日（土）9：00～11：30（少
雨決行）

場所イオン三好店駐車場

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6日～令和4年3月9
日の毎週水曜日（11月3日、12月22
日・29日、1月5日、2月23日を除
く）10：00～11：30
● 土曜教室…10月2日～令和4年3月
12日の毎週土曜日（12月18日・25
日、1月1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・在学で16歳以上
　　の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

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103
【譲ります】
子ども用自転車、中学校の通学リュッ
ク、北中学校女子制服上下（夏服・冬服）
【譲ってください】
バスケットゴール（屋外用）、北部小学校
体操服（140・150cm）、小型耕運機
【交渉の流れ】
　希望者は9月6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

矢作川水源基金からのお知らせ
公益財団法人矢作川水源基金事務局　
☎0564-23-2645
　矢作川は、長野県、岐阜県、愛知県
を流れる全長118kmの河川で、飲料
水をはじめ、農業・工業・発電などにも
利用され、私たちの暮らしになくては
ならないものです。矢作川水源基金で
は、上流の水源地域での過疎化・林業
の低迷などの課題に向き合い、「緑豊
かな山林で、きれいで安定した水と災
害に強い山」にするため、植林など山
の管理や上下流の交流に努めていま
す。水と山への感謝の気持ちを持ち上
下流交流イベントへの参加、基金への

ホームページ

    9 水
月

   1
    9

2021

　　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

広報情報課へお問い合わせください。

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、
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催し・講座
一般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
自分の職歴や興味を振り返り、自分
の強みや仕事の特性について自己分析
してみませんか。
日時 10月6日(水)13：30～15：00
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

子
こ

さん
対象就職活動中の人
定員先着で10人 費用無料
申込 9月1日(水)～10月1日(金)の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

第2回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　大根、白菜、ブロッコリーの育て方
を学びませんか。
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18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（水）～10日（金）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

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22日～11月24日の毎週水曜
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15日（水）までに協働推進課へ
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を学びます。
日時  9月25日～11月13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20日（祝）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）、またはファ
クス

名古屋グランパスを
ホームスタジアムで応援しよう
株式会社名古屋グランパスエイト  
☎0565-79-8880
　名古屋グランパスVS柏レイ
ソルの試合観戦に抽選で親子
1,500組3,000人を招待します。
日時 11月3日（祝）15：00キックオフ
場所豊田スタジアム（豊田市千

せんごく

石町7-2）
費用無料　
対象  市内在住の小学1年生～中学3年
生までの児童・生徒とその保護者

申込 9月1日（水）～30日（木）に専用フ
ォームから申し込み

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 9月26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12日（日）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

※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

申込フォーム

　　有料広告

ホームページ
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対象小学生とその保護者
定員  先着で15組　費用  無料
申込  9月6日（月）～15日（水）に児童氏
名（ふりがな）、学校名・学年、保
護者氏名、連絡先（住所、電話番
号）を明らかにして、東郷フィール
ドへメール

夏の特別展
「食うか？食われるか！～生き
物たちのサバイバル術～」
碧南海浜水族館  ☎0566-48-3761
鋭い歯で獲物を捕まえる、毒で身を
守るなど生き物たちのサバイバル術を
紹介します。
期間9月20日（祝）まで
場所碧南海浜水族館（碧南市浜

はままち

町2-3）
費用  入館料が必要

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
内容着物地を使ったベスト作り
日時 9月16日、10月7日の木曜日13：
30～15：30（両日の参加が必要）

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  抽選で20人　
費用 1,200円　託児あり
申込 9月5日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

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  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1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）

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

※当日は体温測定をしてからお越しく
ださい。
※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子
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

健康麻雀教室
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
　脳トレに最適な麻雀を始めません
か。初めての人でも親切、丁寧に楽し
さをお伝えします。
日時 9月9日・16日・30日、10月7日・
14日・21日・28日の木曜日9：30
～11：30

場所明越会館多目的室　
対象中学生以上　定員先着で各8人
費用 1回500円（当日集金）
申込開催日の前日までの火・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
ツクラブへ電話、メール、または
直接

名古屋大学農業ふれあい教室
名古屋大学東郷フィールド
☎37-0200  {takatsuka.toshio@
adm.nagoya-u.ac.jp
親子で農業体験をしてみませんか。

内容  サツマイモとラッカセイの観察、
収穫体験

日時  10月2日（土）10：00～12：00
場所  名古屋大学東郷フィールド（東郷
町諸

も ろ わ

輪字畑
はたじり

尻94）

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

9月23日（祝）
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

マイペースで人とつ
ながるw

ワ ラ ウ
arau c

カフェ
afe

参加者同士の談話、手作
り自分史、音楽に接する
など

9月8日（水）・18日（土）・
28日（火）
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
師や看護師などによる相
談

9月9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

9月28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

9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。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

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。
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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）

※愛知県在住・在勤・在学の人は「あい
ちこころのサポートLINE相談」も利用
できます。

家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009  N34-3388
介護サービスの利用方法や施設の選

び方についてお話しします。
内容高齢者福祉サービス講座、大人用
おむつの展示

健康・福祉
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

※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。

日時 9月8日(水)10：00～11：30
場所市民活動センター1階キッズルーム
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。会場へ直接

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
内容  介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 9月24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

他 定員を超えた場合は、10月29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
（金）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4年4月1日からの新入園と、令和4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（金）以降に
各保育園で配布します。
日時下表のとおり　場所入園第1希望の園
※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29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 区分

10月6日（水） 9：00～
18：00

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

10月7日（木） 9：00～
18：00

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

10月8日（金） 9：00～
18：00

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

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 ☎56-7010 0～2歳児 小規模

10月12日（火） 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 小規模

みどり保育園 三好丘桜4-11-1 ☎36-3330 0～5歳児 公立
わかば保育園 三好町大坪54 ☎34-1151 0～5歳児 公立

10月13日（水） 9：00～
18：00 なかよし保育園 西一色町二ノ沢8-2 ☎32-3048 0～5歳児

私立
（令和4年
4月から）

10月14日（木） 9：00～
18：00 天王保育園 三好町天王51-20 ☎32-2346 0～5歳児 私立

ホームページ

子育て
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スポーツ
水泳教室（後期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　25mクロールを目標に楽しく水泳
上達を目指しませんか。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
日時  10月9日～令和4年3月19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12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7日（火）～11日（土）に空き状況
を電話で確認してください。

後期硬式テニス教室
テニス協会  長

ながやま
山家
いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
日時 10月5日～11月23日までの毎週

火曜日19：00～21：00（全8回）
場所三好公園テニスコート
対象市内在住・在勤・在学の初心者・初
級者

定員先着で各15人　費用 7,000円
申込 9月12日（日）9：00以降に総合体
育館へ直接

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13日（土）9：00～（予備日20
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人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3日（日）までに長山さんへ
メール（{i-nagayama@tim.hi-
ho.ne.jp）、または総合体育館へ
直接

にしおマラソン2022
にしおマラソン実行委員会事務局 
西尾市スポーツ振興課内  
☎0563-54-0002
N0563-57-1321
西尾市初のフルマラソン大会です。

城下町・海・川・茶畑など「三河の小京
都」西尾の魅力満喫コースです。詳し
くはホームページをご覧ください。

　　有料広告

日時  令和4年3月6日（日）
場所西尾市文化会館ほか
種目フルマラソンの部、2kmの部（中
学生の部・小学生の部・ジョギング
の部・車いすの部）、オンラインイ
ベント

申込 9月1日（水）～10月31日
（日）にランネット（https

　　://runnet.jp/)で（先着順）

伝言板
文化庁伝統文化親子教室事業
灰
かいゆう

釉陶
と う き

器づくり体験
　平安時代にみよし市で焼かれていた
文様入り灰釉陶器づくりを体験してみ
ませんか。
日時 10月2日・9日・30日の土曜日10：
00～12：00

場所サンライブ3階美術室
対象小・中学生　定員 15人
費用 500円
申込 みよし猿投古窯研究会へ電話（☎
090-3443-4048または、☎090

　　-1744-2788）

空き家・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9月10日（金）10：00～12：00
場所  サンライブ2階研修室
対象市内在住 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

ランネット

ホームページ


