※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。
■市が主催する催しなどへの参加にあたって、

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information
お知らせ

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。

ホームページからダウンロード可）

生涯学習活動団体の登録

に必要事項を記入し、生涯学習推

生涯学習推進課 サンライブ内

緑のカーテンコンテスト

☎34-3111 N34-3114

環境課

☎32-8018 N76-5103

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）

進課へ直接
ホームページ

市内で趣味の講座や教養講座などで
ホームページ

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

活動している生涯学習活動団体の登録

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。
多くの皆さんの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7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。

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

を募集しています。登録した団体には

教科書に対する理解や関心を深めて

生涯学習活動情報誌での紹介と、令和

いただく展示会です。展示会場には投

5(2023)年3月上旬に開催予定の生涯

書箱を用意しますので、教科書に対す

学習発表会で、活動の成果を発表する

るご意見やご要望をお寄せください。

機会を提供します。

日時 6月3日(金)～6月30日
（木）

対象 次の全てを満たす団体

※月曜日と6月23日
（木）
は休館日です。

①市内の公民館や集会所などで活動し

場所 中 央図書館
（サンライブ内）1階テ

ている
「緑のカーテン」
の普及を図るための

教科書展示会

ィーンズコーナー前

②おおむね10人以上で構成

※上記会場を含め県内29カ所で開催

③メンバーのうち、8割以上が市内在

します。詳しくは愛知県教育

住・在勤・在学

委員会義務教育課のホームペ

申込 登録用紙
（生涯学習推進課で配布、

ージをご覧ください。

愛知県教育委員会
義務教育課

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

交通安全のポイント
6月は少ない晴れ間に自転車や歩行者の交通事故が多発
する傾向があります。また、雨天時には視界や路面状態が
悪くなることでスリップを起こしやすくなります。いつも
以上に速度を落とし、急ハンドル・急ブレーキを避けるな
ど安全運転に心掛けてください。また6月は飲酒運転による重大事故が年
間で最も多い月※ です。
「飲んだら乗らない」だけでなく、「車に乗る人に
お酒を勧めない」
「飲酒運転の車に同乗しない」
「お酒を飲んだ人に車を提供
しない」ようにしましょう。
※過去5年間に愛知県内で発生した交通事故などの分析結果より

有料広告
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あなたの想いをメモリアル花火
と共に咲かせてみませんか
観光協会

産業課内

☎34-6000 N34-4189

対象 趣旨に賛同いただける個人・企業・

で配布、ホームページからダウン

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
特典 個人…粗品プレゼント、企業・団体

池まつ り。 今 年 は8月6日(土)に三好
池で開催し、メモリアル花火の打ち上
げを行います。会社の紹介や結婚、出
産、還暦などの記念に、また大切な人
への想いを花火と共にみよしの夜空に
申し込みいただいた皆さんのメッセ

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、
勤務 み よ し 未 来 塾 開 催 日 の13:15～

…所有するホームページを市ホー

16:45

ムページの観光協会会員紹介ペー

定員 各4人

ジにリンクを張り、観光協会発行

賃金 時給987円～1,046円
（通勤が片道

のガイドブックに名前を掲載
（掲

2km以上の場合は交通費を支給）

載は7月7日
（木）
までに加入いただ

申込 6月30日(木)ま で に、 申 込 書
（教

育行政課で配布、ホームページか

いた企業・団体に限る）

みよし未来塾の参加者と
学習支援員の募集
教育行政課

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
ホームページ

☎32-8028 N34-4379

咲かせてみませんか。

ロード可）に必要事項を記入し教

学習方法全般の支援

会へ直接

みよしの夏まつりの最初を飾る三好

（木)までに、申込書
（教育行政課

【参加者】

新規就農説明会

豊田加茂農林水産事務所
農業改良普及課

ージを新聞の折り込みチラシに掲載

内容 自主学習

☎0565-32-7509 N0565-35-0416

し、当日は花火の打ち上げに合わせて

※必要に応じて学習支援アドバイスを

{toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp

会場でアナウンスします。

受けることができます。

内容 地域の農業概要、就農準備、農地

協賛 4号玉

日時 8月2日
（火）
～26日
（金）
13：30～16：

1玉7,400円

申込 6月17日(金)ま で に 申 込 用 紙(観

光協会(市役所4階産業課内)で配
布)に必要事項を記入し、観光協
会へファクス、または直接

場所 市 民活動センター1階多目的室、

おかよし交流センター会議室
しをしたい中学生・高校生

産業課内

☎34-6000 N34-4189

12日
（金）
を除く）

対象 市 内在住・在学で基礎学習の見直

観光協会会員募集
観光協会

30
（土・日・月曜日と8月9日
（火）
～

ホームページ

制度の説明、研修制度、先輩就農
者の事例発表など
日時 6月25日(土)13：30～15：30
場所 豊 田加茂総合庁舎別館2階第1会
もとしろ

議室(豊田市元城町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 各20人

定員 20人

※申し込み多数の場合は参加日数を制

申込 6月17日(金)までに郵便番号、住

限することがあります。申込者には、

所、氏名、年齢、メールアドレス、

賛同し、ご支援・ご協力をいただける

後日案内を送付します。

ファクス番号、電話番号、就農予

会員を募集します。皆さんのご支援・

費用 無料

定地を明らかにして、メールまた

ご協力をお願いします。

申込 保護者の同意を得た上で6月30日

はファクス
（必着）

観光協会では、本年度も事業趣旨に

有料広告
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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。

お知らせ
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

他の情報
（品質状態、購入年月日など）

を事業者へ委託しました。 それによ

を環境課へ電話または直接

り、下水道施設の不具合についての受

【交渉の流れ】
①広報みよしで商品名を掲載、②希

合があった場合は下記までご連絡くだ

望者は6月6日(月)8：30以降に環境課

さい。夜間や休日も受付対応していま

へ電話、③登録者の氏名、住所、電話

すが、夜間作業は騒音などで近隣のご

番号を確認し、登録者と直接交渉、④

迷惑になることがありますので、翌日

結果を環境課へ連絡

に作業を行うことがあります。また、

【注意事項】

ッセージを残していただけると、折り

ることができない人は登録できません

返しご連絡いたします。

②登録品は広報掲載期間中、登録者の

問合 豊田下水道管理サービス合同会社

できます

は、5月31日から６月６日を禁煙週間

④登録が不要になったときは必ず環境

と定めています。

課へ連絡してください

響を知ろう！～若者への健康影響につ
いて～」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
しこう

☎32-8018

N76-5103

名前を言わなくても相談できます。

令和元(2019)年度にみよし市と株

一人で悩まずに、お気軽にお電話くだ

式会社サイネックスが官民共同事業で

さい。

発行した「暮らしの便利帳」の第２版を

日時 毎週土曜日12：00～16：00
（祝日、

制作します。それに伴い、便利帳に掲

年末年始を除く）


載する広告を募集します。

【譲ります】該当なし

対象 青少年およびその保護者

【譲ってください】

費用 無料

内各事業所を訪問しますので、ご理解

電話 相談専用ダイヤル
（☎34-5874）

とご協力をお願いします。

北部小学校体操服（夏服・冬服共に14
0cm、150cm）
【登録方法】
譲ります、譲ってくださいに分け、
氏名、住所、電話番号、商品名とその
有料広告
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学校生活、いじめ、不登校、身体、
ち明けられず悩んでいませんか。

環境課

☎32-8005 N76-5021

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379

題です。この機会にたばこを吸わない

「譲ります」
「譲ってください」

企画政策課

こころの電話みよし

家族や友人関係などで身近な人にも打

を社会に広めましょう。

暮らしの便利帳
（第２版）
を
発行します

※登録期間は3カ月です。

慣は個人の嗜好にとどまらない健康問
ことを習慣として、また受動喫煙防止

（☎0565-79-5888）

③無料での譲渡が可能なもののみ登録

定める世界禁煙デーです。 わが国で

今年度のテーマは「たばこの健康影

留守番電話になってしまった場合はメ

①住所、電話番号などを希望者に教え

責任で保管してください
5月31日は世界保健機関
（WHO）が

付窓口が委託事業者となります。不具

広報みよし

2022 年 6 月号

下水道の維持管理について

下水道課 ☎32-8022 N34-4429
今年度から下水道の維持管理の一部

６月から株式会社サイネックスが市

問合 発行・内容に関すること…企画政

策課へ電話、広告掲載に関するこ
と…株式会社サイネックスへ電話
（☎059-361-1144）

安全課で配布、ホームページから

特設法律相談

ダウンロード可）に必要事項を記

市民課 ☎32-8012  N32-8048

入し、防災安全課へファクス、メ
いずはら

まこと

▲伊豆原 誠さん
（きたよし地区1）

かわぐち

さ え こ

▲川口 佐重子さん
（きたよし地区2）

ール、または直接

第2回市民茶会

文化協会 サンライブ内
☎34-3111 N34-3114
盛夏の空と青葉の光輝の中、お抹茶
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、一般社団法人FPみよしネットワ

おおかど

き く よ

▲大門 樹久世さん
（きたよし地区3）

を味わいゆっくりしてみませんか。

おおわき

▲大脇 かなえさん
（なかよし地区1）

日時 7 月10日(日）
10：00～15：00
場所 ふるさと会館
お か だ

そうすい

ーク協会会員弁護士などの相談員が応

席主 松尾流

じます。

費用 茶券代
（一服）当日券500円、前売

日時 7月1日
（金）13：30～16：30（1回

30分）
場所 市役所2階201会議室
対象 市内在住・在勤

定員 6 人

申込 6月13日
（月）
～27日
（月）に市民課

へ電話、または直接

人権擁護委員の日

市民課  ☎32-8012 N32-8048
全国人権擁護委員連合会は、人権擁

岡田みどり（宗翠）さん

り券400円
まつうら

きしち

▲松浦 喜七さん
（なかよし地区2）

ふかや

ち え こ

▲深谷 智恵子さん
（みなよし地区）

催し・講座

※前売り券は、7月9日
（土）
17：00まで
文化協会で販売します。

ロビーコンサート

サンアート ☎32-2000 N32-3232

高齢者交通安全
実践教室
防災安全課  

ホームページ

護委員法が施行された６月１日を
「人

☎32-8046 N76-5702

権擁護委員の日」と定めています。人

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

権擁護委員は、市町村長の推薦を受け

一般社団法人愛知県トラック協会職

法務大臣から委嘱された民間のボラン

員による交通安全講話や視野検査、運

ティアで、常に自由人権思想の普及高

転技能指導などを行います。

楽しむことができるコンサートです。

揚に努めています。また国民の基本的

日時 6月24日
（金）①10：00～12：00、

皆さんのお越しをお待ちしています。

人権が侵されることがないよう監視

②14：00～16：00

子どもから大人まで気軽に生演奏を

日時 6月16日
（木）19：00開演

し、もし侵された場合には、その救済

場所 中部トラック総合研修センター

場所 サンアート1階ロビー

のため、速やかに適切な処置をとるこ

対象 市内在住で65歳以上の人

出演 ① アンサンブル(魔 法 の 魂 手 箱)、

とをその使命としています。

定員 各回抽選で20人

②ライアー堅 琴 合 奏(ラ ポール)、

費用 無料

③ピアノ演奏(Bel colore）

みよし市では６人が人権擁護委員と
して活動していますので紹介します。

申込 6月13日(月)ま で に 申 込 書
（防 災

たてごと がっそう
ベ ル

コ ロ ー レ

費用 無料

有料広告
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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。
13：30～16：00

催し・講座

定員 抽選で各回10人
【石器作り】

一般向け就職支援セミナー

日時 7月30日
（土）①9：30～12：00、

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内
☎33-1860

②13：30～16：00
定員 抽選で各回5人

N32-8222

【職務経歴書・履歴書作成】

【共通】

職務経歴書・履歴書の作成の仕方に

場所 サンアート研修室

ついて、事例を参考にしながら整理し

対象 どなたでも可

てみませんか。

※小学4年生以下は保護者の同伴が必

日時 7月19日(火)13:30～15：00

要です。

場所 ジョブサポートみよし

費用 450円(傷害保険料、材料費)

お や ま だ まさよし

講師 特定社会保険労務士の小山田政義

さん

※当日徴収します。
申込 6月14日(火)～25日(土)
（月曜日を

対象 就職活動中の人

除く）
9：30～16：30に参加希望回、

定員 先着で10人

住所、氏名、年齢、電話番号を明

費用 無料

申込 6月1日(水)～7月13日(水)の平日

にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

らかにし、資料館へ電話、ファク
ス、メール、または直接
他 8月17日(水)に南部小学校敷地内

【面接対策】

において野焼きを開催予定です。

面接時にあなたの良さを伝え、あな
たと一緒に働きたいという印象を与え
る５つのポイントを身に付けます。
日時 8月2日(火)13:30～15：00
場所 ジョブサポートみよし

ひ ろ た

講師 日 本心理学会認定心理士の廣 田
と も こ

智子さん
対象 就職活動中の人
定員 先着で10人

費用 無料

参加自由。

ドッキー作り・ワークショップ
～古代の土器を食べちゃおう～

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。
日時 6月11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
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

歴史民俗資料館

申請する場合は、その年の 6月）まで

☎34-5000 N34-5150

です。 令和4(2022)年度分の申請の

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

受け付けは7月1日
（金）
からです。

古代の焼き物の破片を真似て作った

申請 年金手帳または基礎年金番号通知

クッキー、それが“ドッキー”です。今

書を持参し、保険年金課へ直接

申込 6月1日(水)～7月28日(木)の平日

から約1000年前、みよしでは焼き物

※失業を理由として申請する場合は、

にジョブサポートみよしへ電話、

作りが盛んでした。そんなみよしの歴

雇用保険受給資格者証または雇用保険

または直接

史を、ドッキーを作りながら楽しく学

被保険者離職票を持参してください。

縄文どきめき体験講座～先史時
代の土器･石器をつくろう～

んでみませんか。
日時 8月6日
（土）①9：30～12：00、②

13：30～16：00

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

歴史民俗資料館

場所 サンライブ調理実習室

☎34-5000 N34-5150

対象 どなたでも可

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

※小学生以下は保護者の同伴が必要で

ている人、認知症の家族を介護してい

す。

る人、認知症介護の不安や困りごとを

活していました。彼らは土で作った土

定員 抽選で各回10人

談し、交流しませんか。

器で煮炊きをし、石で作った道具で狩

費用 450円(傷害保険料、材料費)

内容 介護者交流会～介護の仕方をみん

りをしていました。当時と同じような

※当日徴収します。

方法で土器や石器を作ることで、彼ら

申込 6月14日(火)～25日(土)
（月曜日を

数千年前、みよしでは縄文人が生

の生活の一端を体験してみませんか。
【土器作り】
日時 7月29日
（金）
①9：30～12：00、②
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ス、メール、または直接

広報みよし

2022 年 6 月号

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

なで考えよう～
日時 6 月24日
（金）13：30～15：30

除く）
9：30～16：30に参加希望回、

場所 市役所2階202会議室

住所、氏名、年齢、電話番号を明

対象 家族を介護している人

らかにし、資料館へ電話、ファク

申込 不要。当日、会場へ直接

対象 就労や地域活動を希望するすべて

高齢者の就労的活動支援

日時 7 月1日
（金）9：30～12：00（8：

の高齢者

00の時点で雨天の場合は中止）

長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388

場所 三好公園第2駐車場

へルスパートナーと
みよしを歩こう

高齢者の社会参加を促し、介護予防
や生きがいづくり支援のために就労な
どを支援する就労的活動支援コーディ

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

健康推進課 保健センター内

申込 不要。集合場所へ直接

ネーターが、高齢者の就労などに関す

☎34-5311 N34-5969

※当日は体温測定をしてからお越しく

る相談を受け付けます。

内容 三好公園トリムコース約4.5kmを

ださい。

場所 くらし・はたらく相談センター

6月の認知症カフェ

ヘルスパートナーと一緒に歩く

※日傘のご利用はできません。

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。

名称

内容

日時

場所

参加者同士の談話、音楽、ゲー
みんなの認知症
ムなど
（8日は
「劇団四季パーカ 6月8日（水）
・18
コミュニティカフェ ッション奏者によるパフォーマ 日
（土）
・28日
（火） 三好丘旭1-4-8
ワ ラ ウ カフェ
warau cafe
ンス」
、28日は
「健康体操」を開 14：00～15：30
催。詳細は下記参照）

費用

問い合わせ

おかよし地域包括
無料 支援センター
☎33-4177

社会福祉法人翔寿
きたよし地域包括
会ケアハウス寿睦 無料 支援センター
苑
（福谷町寺田4）
☎33-0791

オリーブ

脳トレ、回想法、大正琴、歌、健 6月23日（木）
康体操など
13：30～15：00

にこにこサロン

なかよし地域包括
サンライブ講座室
参加者同士の談話、薬剤師や看 6月9日（木）
無料 支援センター
護師などによる相談
14：00～15：00 兼音楽室1・2
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健師や社
みなよし地域包括
サンライブ講座室
会福祉士などによる相談
（28日 6月28日（火）
無料 支援センター
は
「フレイル予防の講習」を開催 10：00～11：00 兼音楽室1・2
☎33-3502
します。詳細は下記参照）

※オリーブは、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。
ワ

ラ

ウ

カ フ ェ

warau cafe

みんなの認知症コミュニティカフェの催し

おかよし地域包括支援センター

☎33-4177 N36-2878

①劇団四季
「ライオンキング」
パーカッション奏者と、心踊るパフォーマンスを皆さんと一緒に！
認知症であることも、介護者であることも忘れてとっておきの時間を楽しもう。
日時 6 月8日
（水）
14：30～

場所 三好丘旭1-4-8

みさと

出演 パーカッション奏者の美郷さん

対象 どなたでも可

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接

②しっかり全身運動、楽しくリズム体操！
全身運動に加えて、脳を刺激してリフレッシュしましょう。
日時 6 月28日
（火）
14：00～

場所 三好丘旭1-4-8

とみなりゆうすけ

出演 健康運動指導士の冨成祐介さん

費用 無料

対象 どなたでも可
申込 不要。当日、会場へ直接

認知症カフェオレンジ茶房で「フレイル予防講習」を開催します
みなよし地域包括支援センター

☎33-3502

N33-3501

「フレイル」
は加齢に伴って心身が衰えた状態をいいます。フレイル予防を始めませんか。
日時 6 月28日
（火）
10：00～11：00
費用 無料

場所 サンライブ講座室兼音楽室1・2

対象 どなたでも可

申込 不要。当日、会場へ直接
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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。

健康・福祉
しこりができたらお早めに受診
してください
市民病院 ☎33-3300 N33-3308
体にしこりがある
と気になりますよね。

とができる65歳以上の人

知します。

定員 抽選で8人程度

申込 6月24日(金)までに、長寿介護課

申込 6月17日(金)ま で に 申 込 書
（長 寿

「長寿お祝い会」
担当へ往復はがき

介護課で配布、ホームページから

を郵送(当日消印有効)。応募は昼

ダウンロード可）に必要事項を記

の部または夜の部いずれかに１人1

入し、長寿介護課へ郵送、または

通まで
（1通で2人分まで応募可）
。

直接

車いす利用者はその旨を記入。

最も多いしこりは背
中やおしりの汗を排

※ 抽 選 結 果 は7月22日（金）ま で に 通

子育て

※全席連席で配席する予定です。
あきやま

泄する管が詰まって ▲ 秋 山
ふんりゅう じゅくしゅ

ひ ろ と

（往信の表）

裕 人医師

形成される粉瘤（粥種、アテローマ）
で
す。これはオカラ様物質が充満したカ
しゅりゅう

プセルが破れ、皮下で炎症性腫 瘤
（膿
のかたまり）を形成します。かなりの
痛みがあるため、ほとんどの人はこの
状態で受診します。こうなると膿を出
し、周囲と一体化した粉瘤のカプセル

は解放のまま自然に肉が盛るのを待つ
ので通院も長くなります。炎症のない
時に全体をカプセルごと切除するのが

就学前の子ども向け日本語教室

〒 470-0295

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

往信

就学前の外国籍の子どもが生活に必

みよし市役所

要な日本語を親子で学ぶための教室を

長寿介護課
「長寿お祝い会」
担当
宛て

（返信の表）

を何回も削りだすしかありません。局
所麻酔も炎症部位には効きにくく、創

（返信の裏）

返信

開催します。楽しく日本語を学んでみ
ませんか。
（往信の裏）

申し込み代表者 住所、氏名、生年月日、
の郵便番号
電話番号、希望の部

申し込み代表者の
住所・氏名

※2人分申し込みの場
合は、2人分記入

してください。

長寿お祝い会

日時 6月18日、7月16日、8月20日、

9月17日、10月15日、11月19
日、12月17日、1月21日・28日、
2月18日・25日、3月4日・11日・

は、その旨を記入

18日・25日の土曜日10：00～11：
45

的に早く解決します。
なる大きさであれば痛くなる前に受診

の表現や語彙を身に付ける

※車いす使用の場合

最善で、炎症を生じてからよりも圧倒
切除しないと根治しないため、気に

内容 読み聞かせや遊びを通して日本語

回想法教室
「懐かし想ひ出列車」
長寿介護課

場所 教育センター学びの森
（6月・7月）

おかよし交流センター
（8月～1月）
、
三好丘小学校（2月・3月）
ホームページ

☎32-8009 N34-3388

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

長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388

校教育課で配布）に必要事項を記

ものまねタレントのコロッケさんに

入し、学校教育課へ直接

よるものまねショーを開催します。多

親子リズム遊び

くの皆さんの申し込みをお待ちしてい
ます。

三好丘地区子育て支援センター

日時 9月23日
（祝）昼の部…14：00、夜

の部…17：30開演
（予定）

懐かしい物や写真などを題材に、過

☎36-0785  N36-5675

場所 サンアート大ホール

去の楽しい経験話をすることで脳を活

対象 いきいきクラブみよし連合会の会

性化し、認知症予防、認知症の進行を

日時 6月28日(火)10：00～11：00

員でなく、市内在住で昭和32(19

予防しませんか。

場所 三好丘地区子育て支援センター

57)年12月31日以前の生まれの人

日時 7月1日・15日・29日、8月12日・

対象 1歳半以上の未就園児とその保護

※古稀のお祝い招待者、いきいきクラ

26日、9月9日・22日、10月7日

ブみよし連合会招待者は別でご案内し

の木・金曜日14：00～15：00

こ

き

ます。

場所 市役所または特別養護老人ホーム

定員 昼 の部、夜の部共に抽選で各80

人
（全席指定）
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みどり保育園内

広報みよし

2022 年 6 月号

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

多くのご参加をお待ちしています。

者
定員 抽選で12組

費用 1人15円

申込 6月14日
（火）～21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

みょうだい

絵本を伝える会
おはなしいっぱいドレミ

場所 西三河総合庁舎7・8階
（岡崎市明 大
じほんまち

寺本町1-4）

定員 15人

対象 0～6歳の未就園児とその保護者

みなよし地区子育て支援センター

費用 無料

打越保育園内

申込 7月1日
（金）までに学校教育課へ

☎34-1867 N34-6791

対象 未就園児の母親

託児 あり

費用 無料

申込 6月17日
（金）までに健康推進課へ

電話、または直接

保育施設紹介番組
「みよしHOIKU」

電話

特別支援学校への体験入学

子育て支援課

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

ホームページ

☎32-8034 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
日時 6月23日
（木）
10：00～11：00

談を行っています。事前に各学校へお

場所 打越保育園遊戯室

申込みください。

対象 0歳以上の未就園児とその保護者
定員 抽選で20組

費用 1人15円

申込 6月9日
（木）～16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

【知的な発達に遅れのあるお子さん】
日時 7月21日(木)・22日(金)

内容 保 育 施 設 紹 介 や 令 和5(2023)年

場所 三 好特別支援学校
（打越町山ノ神

1-2）☎34-4832

などの15分番組

【手足の不自由なお子さん】

日時 6月4日
（土）～毎週土曜日更新で

日時 ① 7月7日(木)、9月14日(水）
、

ベビトレヨガ

②7月6日(水)、10月19日(水)

きたよし地区子育て支援センター
莇生保育園内

もとじゅく

場所 ① 岡崎特別支援学校
（岡崎市本 宿
こしんでん

町字古新田78）☎0564-48-2601、

☎34-4660 N34-7558
日時 6月29日
（水）
10：00～10：45、

11：00～11：45
（二部制）

お お し

②豊田特別支援学校（豊田市大 清

みず

はらやま

水町原山66）
☎0565-44-1151

【病気で療養しているお子さん】

場所 莇生保育園遊戯室

日時 7月13日(水)、10月25日(火)

対象 6カ月以上
（首がすわっている）の

場所 大府特別支援学校
（大府市森岡町

未就園児とその保護者
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15日
（水）～22日
（水）
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

早期教育相談

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379
県教育委員会では令和５(2023)年度
以降に小学校に入学するお子さんとそ
の保護者を対象とした早期教育相談を
行います。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27日(水)、8月1日
（月）9：30

～16：00

度の入園情報、市職員へのQ&A

もり おか

7-427）
☎0562-48-5311

土・日11：30～11：45、月～金11：
00～11：15、16：00～16：15
番組 ひまわり12
（地デジ12ch）
他 ひまわりネットワーク公式YouTube

チャンネルでも公開(6月7日～）

スポーツ
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
お ぐ り よしひろ

子育てママのリフレッシュ教室
健康推進課 保健センター内
☎34-5311 N34-5969
子育て・家事から離れ、リフレッシ
ュしてみませんか？

全3回の教室で

す。お気軽にご参加ください。
【日時・内容】
6月29日
（水）

10：00～11：30
8月24日
（水）

10：00～11：30
場所 保健センター

日時 7月1日
（金）
8：30～12：00
（予備日

は7月8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マッ

チプレー
（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

ラベンダースティ

10：00～11：30 ックづくり
7月19日
（火）

小栗義広さん ☎・N34-3657

ペタンク

費用 300円
（当日受付時に集金）
申込 6月6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
（〒

しおりづくり

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）
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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。

スポーツ
第27回市民カヌー大会
カヌー協会

三好池カヌーセンター内

ホームページ

しめます。一度体験してみませんか。

土曜日9：00～12：00に体験希望

日時 6月5日・19日、7月24日、8月7

日、氏名
（ふりがな）
、学校名、学

日・21日、9月11日・25日、10月

年、電話番号を明らかにして三好

16日・30日、11月6日・27日、

さんさんスポーツクラブへ電話、

12月4日・18日、1月15日・22日、

メール、または直接

2月5日の日曜日9:30～11:30

☎32-8558 N32-8699

場所 中部小学校体育館

{canoe@hm2.aitai.ne.jp

対象 小学生以上

定員 20人程度

費用 1回300円。別途年会費中学生以

下1,000円・高校生以上2,000円、

三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内

☎・N34-3621

体づくり
ホームページ

スポーツ保険料
（年間）中学生以下

遊び・走運動・球技・器械運動などを

800円・高校生～64歳1,850円・65

効率よく行います。多くの皆さんの申

歳以上1,200円、1回無料体験可

し込みをお待ちしています。

申込 平日
（月曜日を除く）
13：00～17：

日時 7月6日・13日・27日、8月3日・10

00、土・日曜日9：00～12：00、13：

日・17日・24日、9月7日・14日・

皆さんの参加をお待ちしています。

00～17：00に 年 会 費、 ス ポーツ

21日・28日の水曜日、1部17:30

日時 7月3日
（日）
9：00～16：00
（受け付

保険料、参加費を添えて、なかよ

～18:40、2部18:50～20:00

しクラブへ直接。体験の申し込み

※10月以降も月4回程度開催予定で

は電話でも可。

す。

けは8：15～）
場所 三好池カヌー競技場
種目 ①一般の部
（スプリント艇）500ｍ

K-1・C-1・WK-1・WC-1・200ｍ
男女混合ペア、（ポロ艇）300ｍリ
レー（100ｍ×3人）、②中学生の

フォークスバスケットボール
チームメンバー募集
三好さんさんスポーツクラブ

部（ポロ艇）200ｍスラローム、③

明越会館内

小学生の部（ポロ艇）200ｍスラロ

{sansan@hm9.aitai.ne.jp

ーム

☎・N34-3621

場所 三好公園総合体育館アリーナA
対象 小学生

日時 6月6日・13日・20日・27日、7月4

者またはみよし市カヌー協会登録

日・11日・18日・25日の月曜日19:

会員で、①高校生以上、②中学

00～21:00
※8月以降も月3～4回程度開催予定

定員 先着で各部50人

費用 7月のみ2,000円(割引適用)、8月

・9月は8,000円（2カ月ごとに集
金）
申込 上記QRコードより直接

【小学3年生～6年生】

対象 市内在住・在勤・在学のカヌー経験

生、③小学４年生以上

採

用

税務職員

名古屋国税局人事第二課試験係

※各部ともエントリー種目を完漕でき

です。

☎052-951-3511

ることが必要です。

場所 南中学校体育館

職種 事務職
（税務職員）

費用 カ ヌー協 会 会 員500円、 会 員 以

費用 年 間7,000円
（スポーツ保険料を

対象 ① 令和4(2022)年4月1日におい

外1,000円
（保険料含む）
申込 6月16日
（木）までにエントリー表

（カヌー協会ホームページからダ

含む）、1回無料体験可
持物 室内用シューズ

【中学生女子】

ホームページ

て高等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算して3
年を経過していない
（令和5(2023)

ウンロード可）を記入しメール送

日時 6月4日・11日・18日・25日、7月

年3月卒業見込みを含む）人、②

信後に、参加費を添えて9:00～

2日・9日・16日・23日・30日の土

人事院が①に掲げる人に準ずると

16:30にカヌー協会へ直接
（月曜

曜日19:00～21:30

認める人

日を除く）

ショートテニス教室追加募集
なかよしクラブ事務局

三好中学校内 ☎34-1771
短くて軽いラケットとよく弾むスポ
ンジボールを使うので、初心者でも楽

28

体づくり教室
参加者募集

広報みよし

2022 年 6 月号

※8月以降も月3～4回程度開催予定

試験 第 1次 試 験…9月4日
（日）
、 第2次

です。

試 験…10月12日
（水）～21日
（金）

場所 南中学校体育館

のうち、いずれか指定する日

費用 年 間9,000円
（スポーツ保険料を

含む）、1回無料体験可
持物 室内用シューズ
申込 火・木曜日9：00～15：00、水・金・

選考 基礎能力試験・作文試験・個別面接

など
申込 6月20日
（月）～29日
（水）に人事院

のホームページから

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

ル経験者

びをしたりしませんか。

ホームページ

日時 6 月25日
（土）
10：30～12：30

費用 初回無料、2回目から200円

場所 石坂市民農園
（打越町石坂18-1）

問合 吉村浩憲さんへショートメールま

対象 未 就学児とその保護者
（きょうだ

たは電話（☎080-5104-4343）

いの参加も可）
定員 8 組程度

費用 1組1,000円

申込 親子の名前、年齢、電話番号を明

らかにして、森のようちえんてん
とうむしへメール
（{2021tentou
mushi@gmail.com）
令和5(2023)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。

みよし少年少女合唱団団員募集

一緒に楽しく歌を歌いませんか。今

職種 事務職、技術職
（土木・建築・電気・

よしむら ひろのり

マインドフルネスを超えた呼吸
法
（真我に出会って！）

真我とは自然治癒力を最短最速で発

動させ、引き出すことを可能にした治
療法です。 この治療法を行うクリニ
ックではうつ病の人を90％回復させ、
再発率は3％以下です。真我療法につ
いてと、自宅でできる呼吸法について

年度は
「ツバメ」
を歌います。
「ツバメダ

お話します。

ンス」
も練習します。

日時 6月8日
（水）18：30～20：30

定員 若干名

日時 毎週土曜日18：00～

場所 きらめきみよし
（西一色町神田80）

対象 ① 大 卒…平 成9(1997)年4月2日

場所 サンライブ3階音楽室

講師 はしたにクリニック院長の端谷毅

機械・化学・情報）

はしたにたけし

以降に生まれた人で、学校教育法

対象 小学生～高校生

に基づく大学を卒業後3年以内ま

費用 月額1,000円
（見学・体験は無料）

対象 どなたでも可

たは令和5(2023)年3月までに卒

申込 三宅敬子さん
（{miyoshibgc@gmail.

定員 先着で50人

業 見 込 み の 人、②短大卒…平成
11(1999)年4月2日 以 降 に 生 ま
れた人で、学校教育法に基づく短

さん

みやけけいこ

申込 前日までに氏名、連絡先を記入し

com）
へメール
問合 三宅敬子さんへメールまたは電

みの人

（{hashitani.clinic@
またはメール

日本舞踊無料教室

gmail.com）

日本舞踊に触れてみませんか。和装

※ただし、技術職は各学校で専攻した

の簡単な着付けや日本舞踊の所作を教

人に限ります。

えます。

試験 書類選考…6月下旬、第1次試験…

日時 7・8月の第2・4木曜日18：30～20：

7月10日
（日）
、第2次試験…8月上
旬
（予 定）
、 第3次 試 験…9月 中 旬
（予定）
申込 5月30日
（月）～ 6月10日（金）
（必

てみよし市こころと地域研究会の
、
端谷毅さんへファクス
（N33-5381）

話
（☎090-6597-3366）

期大学を卒業後3年以内または令
和5(2023)年3月までに卒業見込

費用 500円

トウモロコシ＆ジャガイモ
収穫体験会参加者募集

収穫体験の中で野菜を育てる楽しさ

や素晴らしさを知っていただき、
「農」

30
場所 サンライブ3階音楽室1・2

に関心を持っていただけるように活動

講師 松川竜之介さん

しています。採りたて野菜の豊かさを

対象 どなたでも可

実感してください。

まつかわ た つ の す け

着）に必要書類を添えて、愛知中

定員 先着で20人

部水道企業団総務課へ郵送
（〒

持物 浴衣一式、足袋

体験
（トウモロコシ5本、ジャガイ

470-0153 東郷町大字和合字北

問合 宮崎文子さんへ電話
（☎090-356

モ１株を持ち帰り可）

わごう

きた

かがや

蚊谷212）
、または直接
（受け付け

内容 ト ウモロコシ・ジャガイモの収穫

費用 無料

みやざき ふ み こ

日時 6月25日
（土）9：00～10：30

0-0106）

時間は土・日・祝日を除く8：30～

ソフトバレーメンバー募集

17：15）

一緒に大会に出たり、練習に参加

伝言板

してくれる男女募集！

り・子ども連れでも大丈夫です。一度

週末型ゆる森

の中でゆったり過ごしたり、ロープ遊

定員 先着で100組

費用 600円

持物 軍手、タオル、帽子、小さいスコ

ップ、買い物袋（持ち帰り用）
か と う さとる

ながお

（☎080-6903-5361）
、または長尾

日時 毎週水曜日
ホームページ

対象 どなたでも可

問合 6月20日
（月）ま で に 加 藤 憲 さ ん

体験にきてください。

「ロープ遊び、ブランコ遊

び、つなひき!?」親子で自然

ブランクあ

場所 さんさんの郷の隣の農園

くにまつ

邦 松さん
（☎090-2137-8587）へ

場所 近隣の学校体育館
対象 18歳から40歳までのバレーボー

電話

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 29

