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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
年末の交通安全県民運動
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　12月1日（木）から10日（土）まで、年
末の交通安全県民運動が展開されま
す。一人一人の交通安全意識を高め、
交通事故を防止しましょう。

【運動重点】
●�夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者
の安全確保
●�運転者の安全運転意識の向上および
飲酒運転などの根絶
●�自転車の交通ルール遵守の徹底

年末の安全なまちづくり県民運動
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　12月11日（日）から20日（火）まで、
年末の安全なまちづくり県民運動が展
開されます。市内では特殊詐欺の予兆
電話や被害が発生しています。電話は
留守番電話に設定し、クレジットカー
ドなどの暗証番号は絶対に教えないな
ど、被害防止に努めましょう。

【運動重点】
●�特殊詐欺の被害防止
●�侵入盗の防止
●�自動車盗の防止

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
黒笹小学校体育館シューズ（24.5cm）・
上履き（22.5cm）、キャットゲージ

【譲ってください】
家庭用コピー機、芝刈り機

【交渉の流れ】
　希望者は12月7日（水）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

家具等転倒防止器具
取り付け事業
防災安全課
☎32-8046��N76-5702

　災害時要配慮者世帯における地震対
策を推進するため、タンスや冷蔵庫な
ど家具4点までの家具転倒防止器具の
取り付けを無料で行います。
対象 �市内在住で、次のいずれかに該当
する世帯

①満65歳以上の人のみで構成
②�身体障がい者手帳1級･2級､ 療育手
帳A判定･B判定､ 精神障がい者保健
福祉手帳1級･2級の所持者がいる
③�介護保険法に基づく要支援･要介護
認定者のみで構成
④�中学生以下の子どもとその母親のみ
で構成
※過去にこの事業を実施した世帯は対
象外になります。
定員 �抽選で11世帯　費用 �無料
申込 �12月1日（木）～28日（水）に､ 申請
書（防災安全課で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）に必要
事項を記入し、防災安全課へファ
クス、または直接

グリーン・クリーンふじの丘
搬入手数料の変更
環境課　☎32-8018　N76-5103
　令和5（2023）年4月1日から搬入手
数料を改訂します。
費用 200円／10kg
※搬入できるものは、家庭から排出さ
れたレンガ・瓦・陶器・ブロックです。

※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。

ホームページ

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

12月は交通事故死者が多い月
　12月は年間で最も交通事故死者数が多い月※です。特に
歩行中に交通死亡事故に巻き込まれるケースが多く発生し
ます。年末は物流が活発化し、交通量が増加します。また
日没時間も早くなるため、自動車や歩行者、自転車の発見
がお互いに遅れることがあります。運転手の皆さんは16：

00を目安に早めのライト点灯をお願いします。歩行者や自転車を利用
する人は、自動車から目立つように明るい服装と反射材を着用し、道路
を横断するときは必ず横断歩道を利用しましょう。また各事業所におい
ても業務中の交通事故防止に関する注意喚起などをお願いします。
※平成28（2016）年～令和2（2020）年の5年間における県内で発生し
た交通死亡事故などの分析結果より
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特設人権相談所
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　12月4日（日）から10日（土）までは
人権週間です。市では特設人権相談所
の開設や啓発活動を実施します。隣近
所のもめごと、家族間の問題、体罰や
いじめ、職場におけるセクハラ、DV
などについての悩みや困りごとに人権
擁護委員が無料で相談に応じます。お
気軽にご相談ください。
日時 �①12月5日（月）、②8日（木）9：00
～12：00

場所 �市役所2階202会議室
申込 �不要。当日会場へ直接

マイナポイント第2弾に
伴うマイナンバーカード
の申請
企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　マイナポイント第2弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限は令和
４(2022)年12月末までです。この機
会にマイナンバーカードを申請してみ
ませんか。
場所 �市役所1階市民課、全国のドコモ
ショップ・auショップ・UQスポッ
ト・ソフトバンクショップ・ワイモ
バイルショップ

持物 �本人確認書類（運転免許証など）、
個人番号カード交付申請書（お持

ちの場合）
※マイナポイント第2弾の申請期限は
令和5(2023)年2月末までです。詳し
くはホームページをご覧ください。

豊田都市計画用途地域の
変更案（天王地区）の縦覧
都市計画課　☎32-8021　N34-4429
　豊田都市計画用途地域の変更案（天
王地区）を縦覧します。この案に意見
のある人は、意見書を提出することが
できます。
期間 �12月12日（月）～26日（月）
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

みよし市友好都市
ふるさと交流事業の
参加団体募集
観光協会　産業課内
☎34-6000　N34-4189
　友好都市の北海道士別市、長野県木
曽町へ訪問交流する団体に補助金を交
付します。
対象市内在住・在勤・在学の4人以上で
　　構成し、市内に活動拠点があり、
　　士別市または木曽町の団体などと
　　��交流活動を希望する、今後も1年
以上継続的に活動する団体

※3月末までに事業を完了する必要が
あります。
定員 �抽選で年間2団体程度
※定員に満たなかった場合は、募集期
間終了後も随時募集します。

補助 �����補助対象経費（交通費・宿泊費など）
の3分の1以内（上限あり）で、1団
体15人分まで

※詳細は応募要領（観光協会で配布）ま
たはホームページをご覧ください。
申込 �事前申込書（観光協会で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に必
要事項を記入し、12月1日（木）～
22日（木）に観光協会へ直接

ママ・ジョブ・あいち
無料出張相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860　N32-8222
　結婚・出産・育児などで離職し、再び
働きたいと考えている女性や、このま
ま働き続けられるかと不安や悩みを感
じている女性を対象に専任カウンセラ
ーが相談に応じます。
日時 �令和5（2023）年1月17日（火）①9
：30、②10：30、③11：30（1回50
分）

場所 �ジョブサポートみよし
定員 �先着で各回1人　費用 �無料
申込 �12月1日（木）～令和5（2023）年1
月11日（水）の平日（12月29日（木）
～1月3日（火）を除く）にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港総合案内所
☎0568-28-5633
　年末年始の長期休暇時は、空港駐車
場が満車になり、駐車できない恐れが
あります。空港をご利用の際は公共交
通機関もご利用ください。

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
若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
　日々の感情を良い方向へコントロー
ルして、望む未来を手にするメンタル
コントロール術を身に付けませんか。
日時�令和5（2023）年1月11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 こ

子さん
対象 �就職活動中の人
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �12月1日(木)～令和5（2023）年1
月5日（木）の平日（12月29日（木）
～1月3日（火）を除く）にジョブサポ
ートみよしへ電話、または直接

ロビーコンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000　N32-3232
　皆さんでぜひお越しください。
日時 �12月22日（木）19：00開演
場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①アルカディア室内合奏団、②ア
ンサンブル・クレール、③♪n

ナ オ コ

aoko♪
費用 �無料

みよし寄席2023
カネヨシプレイス（旧サンアー
ト）　☎32-2000　N32-3232
　落語と寄席伝統演芸の2日間連日開
催です。桂

かつら

文
ぶんちん

珍さんの卓越した落語と

寄席伝統演芸の雰囲気の異なるステー
ジをぜひ両日お楽しみください。

【桂文珍独演会】
日時 �令和5（2023）年2月4日（土）14：00
開演(13：15開場)

場所 �カネヨシプレイス大ホール
費用 �全席指定席4,000円

【寄席伝統演芸】
日時 �令和5（2023）年2月5日（日）14：00
開演（13：15開場）

場所 �カネヨシプレイス小ホール
出演 �桂

かつら

鷹
た か じ

治さん、桂
かつら

小
こ

すみさん
費用 �全席指定席2,000円

【共通】
申込 �①先行販売…12月3日(土)10：00
以降にカネヨシプレイスへ直接、
②一般販売…12月4日(日)10：00
以降に申し込みフォームへ入力、
カネヨシプレイスへ直接、または
13：00以降に電話

※プレイガイドなどでの販売もありま
す。詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

色と光の魔法展
夢と学びの科学体験館　
☎0566-24-0311
　きらきら、ぴかぴか、身近にある光
のちょっと変わった姿を楽しめる体験
型の特別企画。空間に虹を作ったり、影
を七色に輝かせたり、さまざまな体験
が盛りだくさんです。さあ、この冬は
色と光の不思議な世界へ飛び込もう！
期間 ��12月16日（金）～令和5（2023）年
2月6日（月）（毎週水曜日、12月28
日（水）～1月4日（水）休館）

場所 ��夢と学びの科学体験館（刈谷市神
かん

田
だ

町1-39-3）

豊田市コンサートホール
・能楽堂の催し
豊田市コンサートホール・能楽
堂　☎0565-35-8200

【徳
とくおか

岡めぐみ　パイプオルガン・リサイ
タル】
内容 ��オール・フランクのプログラム／
コラール第1番、交響的大曲他

日時 �12月10日（土）15：00開演
費用 ��全席指定2,000円（25歳以下半額、
未就学児入場不可）

【ウィーン・シュトラウス・フェスティ
ヴァル・オーケストラ　ニューイヤー・
コンサート】
内容 �J. シュトラウスⅡ／ポルカ・シュネ
ル「ハンガリー万歳」op.332、ワル
ツ「美しく青きドナウ」op.314他

日時 �令和5（2023）年1月6日（金）18：
45開演

出演 ��ヴィリー・ビュッヒラー（指揮、ヴ
ァイオリン）、ジュリエット・ハリ
ル（ソプラノ）、アレクサンドル・
ブシャ（バリトン）、ウィーン・シ
ュトラウス・フェスティヴァル・オ
ーケストラ

費用 �全席指定S席7,000円、A席6,000
円、B席5,000円、C席3,000円（B
・C席は25歳以下半額、未就学児入
場不可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール（豊田市西

にし

町
まち
1-200 豊田参合館10階）

申込申し込みフォームから

  12  木
火

   1
  12

2022

　　有料広告

ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム
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編・養成編の両方を受講した人には、
修了証を交付します。
日時 ���①令和5（2023）年1月14日(土)10
：00～16：30、②令和5（2023）年
2月12日(日)10：00～16：30

場所 �①市役所3階研修室、②市役所3
階研修室、中部小学校体育館

対象 �市内在住・在勤・在学の人
定員 �抽選で30人　費用 �無料
申込�12月23日（金）までに申込書（防災
安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メールまたは直接

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
日時 ��12月10日(土)9：00～11：30（小

防災リーダー養成講座
防災安全課 
☎32-8046　N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp　
　大規模災害が発生した際､ 一人一人
が防災に関する知識や技術を身に付
け､ 対策を講じていれば、少しでも
被害を小さくすることができます｡
　そこで防災に対する正しい知識を
持ち､ 地域の防災活動の中心として
活躍する人材を養成するための防災リ
ーダー養成講座を開催します｡
内容 �①基礎編…防災に関する基礎的な
知識についての講義、②養成編…
防災リーダーに必要な知識と行動
についての講義と災害時を想定し
た演習

※基礎編のみの受講もできます。基礎

雨開催）
場所 ��イオン三好店アイ・モール駐車場

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、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。ぜひお越し
ください。
内容 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �12月23日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �家族を介護している人
申込 �不要。当日、会場へ直接

　　有料広告

ホームページ

市民病院コーナー 市民病院内　整形外科　☎33-3300　N33-3308

　最近、メディアなどでもよく取り上げられる膝関節痛。一言に膝関節痛と
いっても、スポーツなどによる怪我から加齢に伴うものなどいろいろな病態
が含まれます。例えば膝の捻挫でも靱

じんたい

帯損傷、軟骨損傷、半月板損傷などい
ろいろあり、それぞれ治療は異なります。病態が分からないままただの捻挫
だからと放置してしまうと、結果的に症状の悪化を招き、長期的に痛みに悩
まされるケースもあります。また加齢変化によっておこる膝関節痛も、軟骨
の傷み具合や膝の変形の程度によってさまざまな治療があります。まだ大丈
夫と思わず早めに適切な治療をすることで、将来人工関節手術になるのを予
防することができます。しかしながら決して人工関節手術が悪い手術ではあ
りません。人工関節手術により、運動を含めた健康的な日常生活を取り戻す
人もたくさんいます。膝関節痛にお悩みの人は、ぜひ早めに整形外科を受診
してください。早めの治療で健康的な生活を取り戻しましょう。

多くの人を悩ませる膝関節痛
　このたび10
月から愛知医
科大学病院よ
り転任してま
いりました。
大学病院では膝関節疾患を専門
として診療をしておりました。
今後は膝関節疾患のみならず、
幅広い世代の整形外科のお悩み
にお答えできるように努力して
まいります。よろしくお願いい
たします。

新任医師の紹介

▲赤
あかお
尾真

ま ち こ
知子医師
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 和５年度 ・ の 
入園受付を行います。（説明会初日より随時受付します） 

 

ディリー ナァサリー 

　　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。

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽、ゲー
ムなど（8日（木）は「和やか終活
交流会」、28日（水）は「2022年
の締めくくりは笑顔で体操」を開
催。詳細は下記参照）

12月8日（木）・18
日（日）・28日（水）
14：00～15：30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包
括支援センター
☎33-4177

オリーブ
（要予約。連絡は問
い合わせ先へ）

脳トレ、回想法、大正琴、歌、健
康体操など

12月15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

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師や保
健師などによる相談

12月8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 詳細は下記参照 12月20日（火）
10：00～11：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

みなよし地域包
括支援センター
☎33-3502

12月の認知症カフェ
　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる通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。

おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878
①和やか終活交流会
　専門家のお話を交えながら、元気なうちに“自分らしい
終わり方”を考えてみましょう。
日時 �12月8日（木）14：00～
場所 �三好丘旭1-4-8
対象 �どなたでも可　定員 �10人程度　費用無料
申込 �おかよし地域包括支援センターへ電話

みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501
　最後まで私らしく生きるために、今からできることのヒントを得ることができます。
日時 �12月20日（火）10：00～11：00
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2　
対象 �どなたでも可　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

●みんなの認知症コミュニティカフェ　w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afeの催し

●認知症カフェオレンジ茶房「私らしい終わり方（元気なうちに考えてみましょう）」

②2022年の締めくくりは笑顔で体操
　音楽とともに脳と筋肉を働かせましょう。
日時 �12月28日（水）14：30～
場所 �三好丘旭1-4-8
講師 �健康運動指導士の冨

とみなり

成祐
ゆうすけ

介さん
対象 �どなたでも可　費用無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

健康・福祉
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子育て
小中学校入学説明会
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和5（2023）年度、小・中学校に入
学するお子さんを対象に入学説明会を
実施します。小学校の入学説明会の案
内は、１月上旬に各保育園・幼稚園で
配布、または学校教育課から送付しま
す。中学校の入学説明会の案内は、各
小学校で配布します。内容を確認して
いただき、入学するお子さんと一緒に
ご出席ください。なおやむを得ず欠席
する場合は、事前に入学予定の学校へ
連絡してください。

育児講座「トライアーティスト、
体を動かそう」
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　
　親子で体を動かして楽しみましょう。
ぜひお越しください。
日時 �12月15日（木）10：00～11：00
場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �2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
持物 �室内用シューズ
申込 �12月1日（木）～8日（木）9：00～16
：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

里親養育体験発表会
子育て支援課　
☎32-8034　N34-4379
　「里親」という言葉を聞いたことがあ
りますか？　里親は実親と暮らせない
子どものための福祉制度です。里親に
関心がある人は、先輩里親からの体験
談を聞くことができます。
日時 �①12月18日(日)10：00～12：00、
②令和5（2023）年1月27日(金)
18：45～20：30、③2月25日(土)
10：00～12：00、④3月19日(日)
10：00～12：00

場所 �①②サンライブ3階講座室兼音楽
室1・2、③④明越会館多目的室

費用�無料
申込 �社会福祉法人愛知玉葉会梅ヶ丘学
園の和

わ ち
智さんへ電話（☎0565-32-

1107（音声案内5））

スポーツ
インドアソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸
さちお

男さん
☎090-3482-5556
　ご参加をお待ちしています。
部門 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①令和5（2023）年1月7日（土）、
②1月15日（日）9：00～

場所三好公園総合体育館アリーナ
費用 �1人1,000円（高校生以下500円）
申込 �12月23日（金）までに申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入
して総合体育館へファクス（N34
-6030）または直接

アドマテックスソフトテニス教室
アドマテックスソフトテニス部
加
か と う

藤丈
たけひろ

博さん  ☎080-1608-9020
　社会人トップリーグに所属する選手
と一緒に練習しませんか。
日時 �令和5（2023）年1月28日（土）9：00
～12：00（受け付けは8：30～）

場所 �三好公園総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学　費用 �無料
申込 �令和5（2023）年1月8日（日）までに
申込用紙（総合体育館で配布）に必
要事項を記入して総合体育館へフ
ァクス（N34-6030）または直接

脂肪燃焼エアロ講座
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
　お腹周りや背中の脂肪を動かし、燃
焼させます。
日時 ��12月8日・22日の木曜日10：15～
11：15

※令和5（2023）年1～3月は4回開催予
定です。
場所 �明知上公民館
対象 �18歳以上　定員 �各回先着で5人
費用 �受講料2,500円（5回）、年会費（後
期分）2,500円（保険料含む）

※1人1回無料体験できます。
持物 �室内用シューズ、ヨガマット
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、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

採　用
市民病院常勤職員
市民病院　
☎33-3300 �N33-3308
職種 �社会福祉士　
対象 �昭和58（1983）年4月2日以降に
生まれた人で、社会福祉士の免許
を有するまたは取得見込みの人

定員 �1人　選考 �面接試験、適性検査
試験 �令和5（2023）年1月26日（木）
採用 �令和5（2023）年4月1日（土）
申込 �提出書類（市民病院で配布の受験
案内、またはホームページ参照）を
12月28日（水）までの平日8：30～
17：00に市民病院管理課へ郵送、
または直接

他 �院内保育所完備

社会福祉協議会臨時職員
社会福祉協議会
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
職種 �①看護師、②訪問介護員
内容 �①障がい者福祉センターの看護業
務、②ヘルパー業務

定員 �若干名
申込 �令和5（2023）年1月31日（火）まで
に応募用紙（ホームページからダウ
ンロード）に必要事項を記入し、社
会福祉協議会へ直接

※詳細はホームページをご覧ください。

ホームページ

ホームページ

ホームページ


