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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
緑のカーテンコンテスト

環境課

☎32-8018  N76-5103

{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　「緑のカーテン」の普及を図るための

コンテストを開催します。苗の無料配

布を受けていない人も参加できます。

ご参加をお待ちしています。

対象  市内在住で、自宅につる性植物の

「緑のカーテン」を設置している人

申込  10月1日（金）までに応募用紙（環境

課およびサンネットで配布、ホー

ムページからダウンロード可）に必

要事項を記入し、緑のカーテンの設

置状況が分かる写真を添付し環境

課へ郵送、メール、または直接

他   優秀作品は広報紙および市ホー

ムページに掲載し、記念品を贈呈

※詳しくは応募要領をご覧ください。

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・農地制度などの説明、

先輩就農者の事例発表、個別相談

日時  6月26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  6月21日(月)まで（必着）に郵便番

号、住所、氏名、メール、ファク

ス、電話番号、就農・農地相談希

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

教科書展示会

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　教科書に対する理解や関心を深めて

いただく展示会です。展示会場には投

書箱を用意しますので、教科書に対す

るご意見やご要望をお寄せください。

日時  6月4日(金)～7月1日（木）

※月曜日と6月24日（木）は休館日です。

場所  中央図書館（サンライブ内）1階テ

ィーンズコーナー前

※上記会場を含め県内29カ所で開催

します。詳しくは愛知県教育

委員会義務教育課のホームペ

ージをご覧ください。

※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。

交通安全のポイント
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　6月は、自転車の死亡事故および飲酒運転による重大事

故が多い月です。

　梅雨の時季は、少ない晴れ間に自転車で外出する人が集

中することなどから、特に自転車に関する死亡事故が多発する傾向があり

ます。自転車に乗る人はヘルメットを着用して自らの身を守るようにしま

しょう。ドライバーは見通しの悪い交差点やスーパー、病院などの高齢者

が行き交う施設周辺での運転に、一層注意してください。

　　有料広告

ホームページ

愛知県教育委員会
義務教育課
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【農作業を安全に行うために】

①農業機械の点検•整備は、計画的に

　早めに行いましょう

②無理のない作業計画を作りましょう

③農作業や機械作業に適した服装を心

　掛けましょう

④農地への出入りやあぜ越えは、適切

　な速度で慎重に行いましょう

⑤機械類の点検・調整をするときは必

　ずエンジンを停止しましょう

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 自主学習

※必要に応じて学習支援アドバイスを

受けることができます。

日時 8月3日（火）～27日（金）（土・日・

月曜日と8月10日（火）～13日（金）

の期間を除く）

場所  市民活動センター1階多目的室、

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 各20人

※申し込み多数の場合は参加日数を制

限することがあります。申込者には、

後日案内を送付します。

費用 無料

申込  保護者の同意を得た上で6月30

日（水)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・高校生へのアドバイス、

学習方法全般の支援

勤務 みよし未来塾開催日の13：15～

16：45

定員 各4人

賃金 時給987円～1,046円（通勤が片      

　　 道2km以上の場合は交通費を支給）

申込 6月30日(水)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

男女共同参画社会がテーマの

川柳募集

協働推進課　

☎32-8025  N76-5702

　家庭や地域、職場、学校などで日頃

感じている男女共同参画に関する思い

を川柳で表現してください。入賞作品

には記念品を贈呈します。

対象 どなたでも可（作品は自作で未発

　　表のもの。1人5点まで）

申込  6月30日（水）までに住所、氏名、

電話番号を明らかにして、作品を

添えて協働推進課へ郵送、ファク

ス、メール、または応募用紙（協働

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

入し郵送、ファクス、または直接

※作品の著作権は市に帰属し、男女共

同参画PR事業に使用します。その場

合は氏名を掲載しますので、あらかじ

めご了承ください。

生涯学習活動団体の登録

生涯学習推進課　サンライブ内 

☎34-3111 N34-3114

　市内で趣味の講座や教養講座などで

活動している生涯学習活動団体の登録

を募集しています。

　登録した団体には生涯学習活動情報

誌での紹介と、令和4年2月下旬に開

催予定の生涯学習発表会で、活動の成

果を発表する機会を提供します。

対象  次の全てを満たす団体

①市内の公民館や集会所などで活動し

　ている

②おおむね10人以上で構成

③メンバーのうち、8割以上が市内在

　住・在勤・在学

申込  登録用紙（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、生学習推進

課へ直接

農作業事故にご注意を

産業課　☎32-8015　N34-4189

　農繁期を迎えるこの時期は、秋の

収穫期とともに、1年のうちで最も農

作業の事故が発生しやすい時期です。

農業機械による事故は重大な事故に

つながる場合が多いので、十分に注

意しましょう。

　　有料広告

ホームページ

ホームページ

ホームページ



24 広報みよし　2021年 6月号

お知らせ
市民病院の新任医師の紹介

管理課  市民病院内  ☎33-3300

　市民病院の内科医として神
か ん べ

部隆
たかよし

吉医

師が着任され、4月1日付けで副医局

長に就任しましたので紹介します。

【あいさつ】

　加茂病院（現豊田

厚生病院）で研修・勤

務し、名古屋大学第

2内 科 第5研 究 室、

名古屋掖済会病院

（消化器内科）を経て、この4月に着任

しました。丁寧な会話・診察を心掛け、

質の高い医療が提供できるよう努めてま

いります。その結果、患者さんから信頼

され地域のお役に立てれば幸いです。ど

うぞよろしくお願いいたします。

行政相談委員の委嘱

市民課　

☎32-8012

N32-8048

　安
あんどう

藤吉
よしのぶ

伸さんが総

務大臣から行政相談

委員に委嘱されまし

た。任期は令和3年4月1日から令和5

年3月31日までです。行政機関のサー

ビスや手続きなどについて相談したい

ときは行政相談委員にお気軽にご相談

ください。

人権擁護委員の委嘱

市民課　

☎32-8012

N32-8048

　伊
い ず は ら

豆原誠
まこと

さんが

法務大臣から人権擁

護委員に委嘱されま

した。任期は令和3年4月1日から令和

6年3月31日までです。日常生活での

人権に関する問題、心配ごとがあると

きは人権擁護委員にお気軽にご相談く

ださい。

こころの電話みよし

教育行政課

☎32-8028  N34-4379

　学校生活、いじめ、不登校、身体、

家族や友人関係などで身近な人にも打

ち明けられず悩んでいませんか。名前

を言わなくても相談できますので、お

気軽にお電話ください。

日時  毎週土曜日12：00～16：00（祝日、

年末年始を除く） 

対象  小学生～19歳の人とその家族

費用  無料　

 電話  相談専用ダイヤル☎34-5874

障がい者福祉計画審議会委員

の募集

福祉課　☎32-8010  N34-3388

{fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　障がい者福祉計画の策定および推進

のため、委員を募集します。

内容  障がい者計画、障がい福祉計画、

障がい児福祉計画に関する審議

（会議は年1回～3回程度、1回約

1時間30分）

期間 委嘱日～令和6年３月31日

対象 市内在住の20歳以上

※国、地方の行政機関の職員および市

議会議員は応募できません。

定員 1人　選考 書類選考（申込書、作文）

申込  6月30日（水）までに申込書（様式

は任意）に住所、氏名、電話番

号、職業、生年月日、志望理由

（簡潔に記載）、福祉関係の審議委

員などの経験の有無を明らかにし

て、作文（800字以上1,000字以

内テーマ「私が望むみよし市の障

がい者福祉」）を添えて福祉課に郵

送、ファクス、メールまたは直接

観光協会会員募集

観光協会　産業課内 

☎34-6000  N34-4189

　観光協会では、本年度も事業趣旨に

賛同し、ご支援・ご協力をいただける

会員を募集します。皆さんのご支援・

ご協力をお願いします。

対象  趣旨に賛同いただける個人・企業・

団体

会費  個人…年額1口500円～、企業・団

体…年額1口5,000円で2口以上～

申込  申込書（観光協会で配布）に必要事

項を記入し、会費を添えて観光協

会へ直接

特典  個人…粗品プレゼント、企業・団

体…所有するホームページのリン

クを市ホームページ上の観光協会

会員紹介ページに張り、観光協会

発行のガイドブックに名前を掲載

（掲載は7月2日（金）までに加入い

ただいた企業・団体に限る）

長野県木曽町宿泊助成券

観光協会  産業課内 

☎34-6000  N34-4189

　市と友好提携を結んでいる木曽町の

宿泊助成券を交付します。

施設  木曽町が指定する宿泊施設

※対象施設は事前にホームページで確

認してください。

内容   1人1泊につき4,000円分の助成

券を発行し、精算時に助成分を宿

泊料金から割り引き

※営利目的のツアーや合宿などでの利

用はできません。

対象   市内在住・在勤・在学、または代表

者が市内在住・在勤・在学の家族や

グループ

定員  先着で500人

申込  次のとおり

①宿泊施設に直接予約（必ず事前予約）

② 令和4年2月18日（金）までに観光協

会（市役所4階産業課）で申請し、助

成券を受領

③ 宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に

提出

※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
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世界禁煙デー・禁煙週間

健康推進課　保健センター内

☎34-5311 N34-5969

　5月31日は世界保健機関（WHO）が

定める世界禁煙デーです。わが国で

は、5月31日から６月６日を禁煙週

間と定めています。今年度のテーマは

「たばこの健康影響を知ろう！～新型

コロナウイルス感染症とたばこの関係

～」です。喫煙が健康に与える影響は

大きい上、受動喫煙の危険性やニコチ

ンの依存症を踏まえると、喫煙習慣は

個人の嗜好にとどまらない健康問題で

す。この機会にたばこを吸わないこと

を習慣として、また受動喫煙防止を社

会に広めましょう。

催し・講座
矢作川地域交流事業の

参加者募集

企画政策課 　☎32-8005  N76-5021

{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　公益財団法人矢作川水源基金では、

水の大切さが楽しく学習できる催しを

開催します。

内容 水族館バックヤード・公園見学

日時  7月30日（金）8：30市役所出発（16：

20帰着予定。雨天決行、荒天中

止）

場所 碧南海浜水族館、デンパーク

対象 市内在住の小学生とその保護者

※小学生のみでの参加や未就学児の参

加はできません。

定員 抽選で20人

申込  6月18日（金）17：00までに参加者

全員の住所、氏名（ふりがな）、学

年、 性別、電話番号（自宅と携帯

電話）を明記して企画政策課へ郵

送、ファクス、またはメール

※参加者決定後、参加対象の各グル 

ープに詳細の連絡をします。

書道教室追加募集

なかよしクラブ事務局　三好中学校内

☎34-1771  N34-1771 

　今年度、書道教室を新規に開設し

たため新規受講生を追加募集します。

内容 硬筆、毛筆の両方

日時  指定の土曜日（1部9：40～10：30、

2部10：40～11：30、3部15：30

～16：20）

場所  なかよしクラブハウス（三好中学

校内）

対象 小学生　定員 各部若干名ずつ

費用  受講料800円（1回）、年会費1,000

円、スポーツ保険料800円（年間）

申込  平日（月曜日を除く）13：00～17：

00、土・日曜日9：00～12：00、

13：00～17：00に年会費、スポ

ーツ保険料を添えてなかよしクラ

ブへ直接

※申込前に空き状況を電話で確認して

ください。

「地球と家計にやさしい家」

建築セミナー

環境課　☎32-8018  N76-5103

　 エネルギー収支ゼロの家を建てま

せんか。Z
ゼ ッ チ

EH（ネットゼロエネルギー

ハウス）や本市の補助金についてオン

ライン（Zoom）で紹介します。お気軽

にご参加ください。

日時 6月26日(土)13：30～15：30　

対象 どなたでも可　定員なし

費用 無料

申込  6月25日（金）までに住所、氏名、

電話番号を明記して、株式会社中

日アド企画へファクス（N0564-

23-2031）またはメール（{zeh@

chunichi-adnet.co.jp）

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

　小山田式すごろく職業人生ゲームで

今後の職業人生を考えてみませんか。

日時 7月20日(火)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 就職活動中の人

定員 先着で10人　費用 無料

申込 6月1日(火)～7月15日(木)の平日

　　にジョブサポートみよしへ電話、

　　または直接

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。

ぜひお越しください。

日時  6月12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

　　有料広告
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催し・講座
豊田高専の公開講座

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スマートフォンアプリを作って

みよう、②レゴで体験！　建築模

型とまちづくり講座

※他にもさまざまな講座があります。

詳しくはホームページをご覧ください。

日時  ①8月5日（木）10：00～12：00、

13：30～15：30、②8月6日(金)

　　10：00～15：00

対象  ①中学生、②小学5年生～中学生

定員  ①抽選で各10人、②抽選で12人

申込  6月30日（水）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

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

　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、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  介護の仕方を皆で考えよう

※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。

　　有料広告

日時  6月25日（金）13：30～15：30

場所  市役所2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

国民年金保険料納付免除・納付

猶予の申請

保険年金課

☎32-8016  N34-3388

豊田年金事務所  ☎0565-33-1123

　国民年金保険料の納付が経済的に

困難な場合、保険料の納付が「免除」ま

たは「猶予」される制度があります。制

度の適用期間は、申請した月の2年1

カ月前から翌年6月分（1月から6月に

申請する場合はその年の6月）までで

す。なお、令和3年度分の申請の受け

付けは7月1日からです。詳しくは、

ホームページをご覧ください。

申請  年金手帳を持参し、保険年金課へ

直接

※失業を理由として申請する場合は雇

用保険受給資格者証または雇用保険被

保険者離職票も持参してください。

回想法教室回想法教室

「懐かし想ひ出列車」

長寿介護課  

☎32-8009 N34-3388

　懐かしい物や写真などを題材に、過

去の楽しい経験話をすることで脳を活

性化し、認知症予防、認知症の進行を

予防しませんか。

日時 7月16日・30日、8月6日・20日、         

　　9月3日・17日、10月1日・15日の

　　金曜日14：00～15：00

場所  市役所または特別養護老人ホーム

安立荘（打越町山ノ神60）

対象  市内在住で会場まで自分で通うこ

とができる65歳以上の人

定員 抽選で8人程度

申込  6月18日(金)までに申込書（長寿

介護課で配布、ホームページから

ダウンロード可）に必要事項を記

入し、長寿介護課へ郵送、または

直接

在宅療養相談窓口の新名称

長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　広報みよし2月号で募集した、在宅

療養相談窓口の新名称が「豊田加茂医

師会　在宅相談ステーション （愛称：

おうちでねっと）」に決まりました。愛

称の「おうちでねっと」には、自宅など

本人が望む場所「おうち」で医療や介護

が受けられること、在宅医療を希望す

る本人や家族を「ねっと」のようにやさ

しく包むこと、　医療、介護、福祉等

の「ねっと」ワークで支えることという

3つの意味が込められています。

【おうちでねっと】

　在宅療養について詳しく知りたい、

住み慣れた自宅でゆっくり療養した

い、自宅に訪問してくれる医師・看護

師・薬剤師などを探してほしいなどな

どの相談にお答えします。在宅療養に

関する相談があればお気軽にご連絡く

ださい。

☎0565-33-7773　　

N0565-31-4318

{zaitaku@toyotakamoishikai.or.jp

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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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  三好公園トリムコース約（4.5km）

をヘルスパートナーと一緒に歩く

日時  7月2日（金）9：30～12：00（8：

00の時点で雨天の場合は中止）

場所  三好公園第2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。

※日傘のご利用はできません。

ふれあいバード作品募集

社会福祉協議会　福祉センター内

☎34-1588　N34-5860

　障がいのある人の芸術・文化を通じ

た自立と社会参加を促進するため、展

示会を開催します。

【作品募集】

対象  以下の全てに該当する作品

① 色鉛筆画・アクリル画・水彩画・油絵・

切り絵・版画・書・刺繍・写真のいずれ

かで、画用紙四つ切りサイズ程度

② 市内在住・在学・在勤で身体障がい者

手帳、療育手帳、精神障がい者保健

福祉手帳のいずれかの交付を受けて

いる人が創作または撮影した（合作

も可）

③ 作者本人・代理人・所属施設団体が著

作権を主張できる

応募  6月1日（火）～25日（金）に指定の

作品札（社会福祉協議会で配布）を

添えて社会福祉協議会へ直接

※応募は1人1点までです。

※作品の裏に氏名、所属名を記入して

ください。

【作品展示】

日時  7月1日（木）～31日（土）

場所  イオン三好店2階パブリックスペ

ース

子育て
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

日時 7月1日（木）10：00～11：00　　

場所 黒笹保育園遊戯室

対象 3カ月～1歳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

申込 6月17日（木）～24日（木）9：00～

16：00までに黒笹地区子育て支

援センターへ電話、または直接

特別支援学校への体験入学

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　来年度に小・中・高等学校へ入学する

予定で、障がいのあると思われるお子

さんとその保護者を対象に体験入学を

行います。体験入学日以外にも随時相

談を行っています。お気軽にご相談く

ださい。なお、事前に各学校へ申し込

みが必要です。

【知的な発達に遅れのあるお子さん】

日時  7月21日(水)・26日(月)

場所  三好特別支援学校（打越町山ノ神

1-2）☎34-4832

【手足の不自由なお子さん】

日時  ①7月8日(木)、9月15日(水）、

②7月7日(水)、10月13日(水) 

場所  ①岡崎特別支援学校（岡崎市本
もとじゅく

宿

町字古
こ し ん で ん

新田78）☎0564-48-2601、

②豊田特別支援学校（豊田市大
お お し

清

水
みず

町原
はらやま

山66）☎0565-44-1151

【病気で療養しているお子さん】

日時 7月14日(水)、10月26日(火) 

場所  大府特別支援学校（大府市森
もり

岡
おか

町

7-427）☎0562-48-5311

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（電話
で事前予約必要）

6月24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

6月8日（火）・18日（金）・
28日（月）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

6月10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（電話で事前予約
必要）

6月22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

6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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子育て
就学前の子ども向け日本語教室

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　就学前の外国籍の子どもが生活に必

要な日本語を親子で学ぶための教室を

開催します。楽しく日本語を学んでみ

ませんか。

内容 読み聞かせや遊びを通して日本語

　　の表現や語彙を身に付ける

日時  6月26日、7月10日、8月21日、

9月18日、10月9日・16日、11月

20日、12月18日、1月22日・29

日、2月19日・26日、3月5日・12

日・19日・26日の土曜日10：00～

11：45

場所  おかよし交流センター（6月～1月）、

三好丘小学校（2・3月）

対象  外国籍の4・5歳児とその保護者

定員 親子20組　費用 無料

申込  申込書（市内保育園、幼稚園、学

校教育課で配布）に必要事項を記

入し、学校教育課へ直接

早期教育相談

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　県教育委員会では早期教育相談を実

施します。子育てで気になることのあ

る人やお子さんに障がいがあると思わ

れる人などお気軽にご相談ください。

日時  7月28日(水)、8月3日（火）9：30

～16：00

場所  西三河総合庁舎7・8階（岡崎市明
みょうだい

大

寺
じ ほ ん ま ち

本町1-4）

対象 0～6歳の未就学児とその保護者

費用 無料

申込   7月2日（金）までに学校教育課へ

電話

※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。

絵本を伝える会　

おはなしいっぱいドレミ

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 6月29日（火）10：00～11：00

場所 打越保育園遊戯室

対象 0～2歳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  6月15日（火）～22日（火）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

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 6月24日（木）10：00～10：45、　

　　11：00～11：45（二部制）

場所 莇生保育園遊戯室

対象 5カ月以上の子とその保護者

定員 抽選で各10組　費用 1人15円

持物 バスタオル

申込  6月10日（木）～17日（木）9：00～

17：00にきたよし地区子育て支援

センターへ電話、または直接

親子ふれあい遊び

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

日時 6月29日(火)10：00～11：00

場所 三好丘地区子育て支援センター

対象  1～2歳6カ月の子とその保護者

定員 抽選で12組　費用 1人15円

申込  6月15日（火）～22日（火）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

子供かけっこ教室追加募集

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

日時  6月6日・20日の日曜日①9：00～

10：00、②10：15～11：15、7月

4日・18日の日曜日①8：00～9：

00、②9：15～10：15

※8月～令和4年3月も、月に2回開催

予定です。

場所  明越会館前芝生広場

対象  ①年長児～小学生、②年少～年長児

定員  各回先着で10人

費用   1,500円（1回）

※回数券7,800円（6回）、12,000円（10

回）、20,000円（20回）もあります。

※別途年会費1,000円・保険料800円

が必要です。初めての人は1回500円

で体験できます。

申込  希望する各開催日の3日前までに、

氏名（ふりがな）、園名（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

市長杯グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ協会事務局長

小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

日時  7月23日（金）8：30～12：00（受け

付けは8：00～、予備日は7月30

日（金））

場所  三好公園陸上競技場

内容  男女別16ホールのストロークプレ

ー（男女優勝～8位・ラッキー賞・ホ

ールインワンゲームあり）

対象  市内在住　費用  300円

申込  6月7日（月）までに行政区、住所、

氏名、生年月日、電話番号を記入

し、グラウンド・ゴルフ協会事務

局へファクス、またははがき（〒

470-0214 明知町砲録山2-262 

小栗方 グラウンド・ゴルフ協会事

務局宛）

※納金方法は別途連絡します。

スポーツ
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カローリング交流会

スポーツ課  総合体育館内

☎32-8027  N34-6030

日時  7月31日(土)9：00～11：45（受

け付けは8：40～）

場所 総合体育館アリーナ

対象  市内在住・在勤・在学または市内で

活動しているグループの人

※障がいのある人も参加できます。

定員 抽選で48人程度

※応募多数の場合は7月3日（土）に抽

選を行い、後日結果を通知します。

持物 体育館シューズ

費用 200円(当日持参)

申込  6月4日(金)～6月30日(水)までに

申込用紙（スポーツ課、教育委員

会、サンネットで配布）をスポー

ツ課へファクス、または直接。ま

たは教育委員会（市役所2階）、サ

ンネットへ直接

バレトンdeダイエット体験会

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

日時  6月17日、7月1日・15日の木曜日

11：25～12：10

場所  明知上公民館ホール

対象  どなたでも可　定員  先着で10人

費用  1回500円（当日集金）

申込  各開催日の2日前までに、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

タグラグビー教室

三好さんさんスポーツクラブ 

明越会館内　☎・N34-3621

日時  6月13日・27日の日曜日14：00～

16：00、7月11日・25日、8月8

日・22日の日曜日9：00～11：00

※9月～令和4年3月も、月2回開催予

定です。

場所  緑と花のセンターふれあいA 広

場他

対象  小学1年生～6年生

定員  各学年先着で10人

費用  6～9月分8,000円

※別途年会費1,000円、保険料800

円が必要です。初めての人は、1回

500円で体験できます。

申込  各開催日の3日前までに、氏名（ふ

りがな）、学校名、学年、携帯電

話番号を明らかにしてSAPラグビ

ー公式LINEで登録

バドミントン教室

バドミントン連盟　

近
こんどう

藤綾
あや

さん  ☎・N34-8558　

日時  8月14日・21日・28日、9月4日・

18日の土曜日13：30～16：00

場所  総合体育館アリーナ

対象  市内在住・在勤・在学（小学4年生

以上）の人

定員  先着で30人　費用  2,500円

申込  7月9日（金）までに所定の用紙（総

合体育館で配布）に必要事項を記

入し、総合体育館へファクス、ま

たは直接

採　用
みよし市職員

健康推進課　保健センター内

☎34-5311  N34-5969

【会計年度任用職員採用】

職種  管理栄養士

勤務  平日8：30～17：15の間で週1回、

1日5時間程度

期間  8月1日～令和4年3月31日

業務  高齢者の栄養指導・相談事業と介

護予防対策の運営・事務など

賃金  時給1,273円～（経験年数による）

対象  管理栄養士の資格を有する人

定員  1人　選考  書類審査、面接試験

申込  6月1日（火）～30日（水）9：00～

16：30にみよし市会計年度任用

職員登録申込書（人事課、保健セ

ンターで配布、ホームページから

ダウンロード可）に必要事項を記

入し、保健センターへ直接

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  6月6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  三好ネコの会へメール（{info@

miyoshi-neko.jp）（譲渡会につい

ての問合せ以外は不可）

歌好きの子どもたち、あつまれ!!

～合唱体験会～

　みよし少年少女合唱団の仲

間と楽しく歌を歌いませんか。

皆さんのご参加をお待ちしています。

日時  7月4日（日）・10日（土）・17日（土）・

31日（土）、8月8日（日）・21日（土）

場所 サンライブ2階研修室兼軽運動室

対象  小学生～高校生　 費用 無料

申込三
み や け

宅敬
け い こ

子さんへメール（{miyoshi

　　bgc@gmail.com）

※事前予約が必要です。

問合  三宅敬子さんへメールまたは電話

（☎090-6597-3366）

※詳細は、みよし少年少女合唱団ブロ

グをご覧ください。

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。お気軽にご相談

ください。

日時  6月11日（金）10：00～12：00

場所  三好丘集会所

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）
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