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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
家庭の日  家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」「父母
や子どもへの感謝」などをテーマ
に30字程度にまとめたもの（作品
は個人によるもので、自作かつ未
発表のものに限る。短歌・川柳・会
話・手紙文など形式は自由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �10月3日（月）～31日（月）に応募作
品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、市内在勤・在学の人は勤
務先または学校名を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、郵送、フ
ァクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は「青少年健
全育成啓発事業」に使用し、その場合
は氏名・年代を掲載しますのでご了承
ください。公表を希望しない場合は、
匿名希望と付記してください。

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 �11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　定員 �6人
申込 �10月17日（月）～31日（月）に市民
課へ電話、または直接

行政相談週間
市民課　☎32-8012　N32-8048
　総務省では、国や特殊法人などが行
う仕事について、国民の皆さんから苦
情や意見・要望をお受けする「行政相談」
を行っています。行政相談制度を皆さ
んに知っていただくため、10月17日
（月）から23日（日）まで「行政相談週間」
が全国一斉に実施されます。市でも行
政相談委員による特設行政相談所を開
設しますので、お気軽にご相談くださ
い。
内容 �年金、医療保険、税金、登記、環
境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなど

日時 �10月19日（水）13：30～16：30
場所 �市役所2階202会議室　費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

行政手続無料相談
愛知県行政書士会豊田支部  
☎0565-65-1234　
N0565-65-2466

　10月は行政書士制度広報月間です。
行政書士は、官公署に提出する書類、
権利義務・事実証明に関する書類の作
成や官公署に提出する手続きの代理な
どを行っています。相続・遺言、外国
人手続き、建設業許可、農地転用など
お気軽にご相談ください。
日時 �10月18日(火)9：00～12：00
場所 �市役所2階202会議室　費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

※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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

夕方の「5～7」は魔の時間

　10月の日没時間は、月初めが17：30頃、月末が17
：00頃となり、日に日に早まります。日が暮れて周
囲が暗くなる時間と、退社・帰宅などにより交通量の
ピークを迎える時間帯が重なり、ドライバーが暗さに
慣れる前に交通事故を引き起こす危険性が高まりま
す。また事故類型別でみると、10月は「横断中」と「単
独」の事故が他の月と比べて増加する傾向※がありま

す。ドライバーは早めのライト点灯に心がけ、16：30を目安に点灯
しましょう。歩行者や自転車の人は明るい服装に心掛け、反射材を活
用しましょう。
※平成28（2016）年～令和2（2020）年の5年間に愛知県内で発生し
た交通死亡事故などの分析結果より
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SDGsフォトコンテスト
企画政策課  ☎32-8005��N76-5021
{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　身近なSDGsに気づき、17のゴール
を意識するきっかけになるような写真
を募集します。受賞者には賞品の授与
や受賞作品の展示などを予定していま
す。たくさんのご応募をお待ちしてい
ます。詳しくはホームページをご覧く
ださい。
応募 �11月11日（金）までに、あいち電子
申請システム、I

インスタグラム
nstagram、T

ツイッター
witter、

郵送、メール、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】　
水槽（高さ42cm×奥行40cm×幅115
cm）、エプソン純正プリンタインク70L
（黒・ライトシアン・シアン）
【譲ってください】
家庭用ミシン、固形せっけん、北中学
校学生服・体操服、家庭用コピー機、
素焼き鉢（底の直径16cm×高さ12cm
以上）

【交渉の流れ】
　希望者は10月7日（金）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

汚泥肥料の無料配布
下水道課　☎32-8022　N34-4429

　農業集落排水処理施設から出る汚泥
を乾燥処理した、し尿汚泥肥料「みよし
のゆうきくん」を無料配布しています。
福谷浄化センター、緑と花のセンター
さんさんの郷第2駐車場内物置で配布
していますのでご利用ください。
●注意事項
①�皆さんに配布できるよう、在庫とし
ての保管はやめてください
②�肥料独特の臭いがあるため、保管場
所などには注意してください。使い
残りの肥料は空け口を閉め、冷暗所
で保管してください
③�この肥料だけでは、カリウムの成分
が不足するため注意してください

④�施肥量の目安は、10㎡当たり3.5kg
（年間）です
⑤�土壌によく混ぜてから数日後に作付
けをしてください

秋の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702
　10月11日(火)から20日(木)まで、秋
の安全なまちづくり県民運動が展開さ
れます。自動車盗などの盗難被害に遭
わないために、たとえ短時間でも車か
ら離れるときは必ずエンジンキーを抜
き、ドアは施錠するなど、常に注意す
るようにしましょう。

【運動の重点】
●侵入盗の防止　●自動車盗の防止
●特殊詐欺の被害防止
●子どもと女性の犯罪被害防止
●暴力追放運動の推進

無料調停相談会
豊田調定協会　豊田簡易裁判所内
☎0565-32-0329
　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。秘密は厳守されますのでお気軽に
ご相談ください。
内容 ��交通事故、借入債務、土地・建物
明け渡しなどの民事トラブル、相
続・離婚など家庭内や親族間のも
め事

日時 �10月24日（月）9：00～12：00、13
：00～16：00

場所 ��豊田市役所南庁舎1階市民相談課
（豊田市西

にしまち

町3-60）
申込 �不要。当日、会場へ直接（先着順）

   10 土
木

   1
    10

2022

　　有料広告

ホームページ ツイッターインスタグラム  あいち電子
申請システム
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お知らせ
豊田都市計画公園の
変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画公園の変更案を縦覧し
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 �10月17日（月）～31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

防災行政無線などを用いた
全国一斉伝達訓練
防災安全課��☎32-8046  N76-5702

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）
の伝達訓練が全国一斉に行われます。
　Jアラートとは、自然災害や武力攻
撃など、皆さんの安全に関わる情報を
いち早くお届けするために整備された
ものです。市では、市内56カ所の防
災行政無線・防災ラジオ・登録型の情報
配信サービス「みよし安心ネット」を用
いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練
を予告なく中止する場合があります。
日時 ��11月2日（水）10：00ごろ

コンサート登録アーティ
スト募集
カネヨシプレイス（旧サンアー
ト）  ☎32-2000  N32-3232
{sunart@hm9.aitai.ne.jp

　カネヨシプレイスでの出演の機会を
提供し、地域の皆さんに文化芸術の素
晴らしさを体験していただけるステー
ジを開催するため、令和5（2023）年4
月1日（土）からの登録アーティストを
募集します。たくさんのご登録をお待
ちしています。
場所 �カネヨシプレイス1階および2階ロ
ビー、大ホールホワイエなど

対象 �主にアコースティックの演奏およ
び芸能（ステージ時間は30分）

費用 �出演料なし
申込 �10月1日（土）～11月1日（火）に登
録用紙（カネヨシプレイスで配布、
ホームページからダウンロード可）
に記入の上、カネヨシプレイスへ
郵送、ファクス、メール、または
直接（募集数に満たない場合は随
時募集）

※登録者の中から、出演条件や公演内
容のバランスなど考慮し、カネヨシプ
レイス事務局にて選出します。すべて
の登録者に出演を保証するものではあ

りません。

シルバー人材センター
入会説明会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831
内容 �事業について、入会の要件、登録
手続きの進め方など

日時 ��①10月～3月の毎月第3水曜日14
：00から1時間程度、②10月26日
（水）、12月22日（木）、2月22日
（水）14：00から1時間程度

場所 �①生きがいセンター「太陽の家」、
②ビジターセンター（カリヨンハ
ウス内）

対象 �市内在住で60歳以上の、健康で
働く意欲のある人

申込 �不要。開催日に会場へ直接

催し・講座
町なかアートギャラリー2022
石川家住宅　☎・N32-3711

　市民から募集した絵画、写真、工芸
品、彫

ちょうそ

塑などを展示します。石川家住
宅の観覧とともに、市民が制作した美
術作品をゆっくりとご鑑賞ください。
期間 ��10月20日（木）～11月6日（日）の
毎週水・木・土・日曜日

場所 ��石川家住宅　費用   無料

※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。

 続の花笑み
はな え

 続手続き

不動産処分

預貯金解約

遺言書作成

 12 -547- 53

詳しくはこちら

  70-022 みよし市三好町小坂1番地2

三好グランドハイツ1階10-G号室

（三好イオンすぐ側）

9時～2 時受付 土日祝対応

運営：行政書士市井しんじ事務所

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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催します。またイオン三好店で使える
クーポン券を両バス車内（名鉄バスは
東西線のみ）に10月末まで設置します。
日時 �10月29日(土）10：00～13：30乗
車体験、11：00～15：00ワークシ
ョップ

場所 �イオン三好店内および駐車場

高齢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
　シニア世代をどう生きるか。多様な
働き方や生涯生活設計の準備、健康づ
くりなど、高齢期を生き抜くための働
き方のヒントを考えてみませんか。
日時 ��11月1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 ��50歳以上の就職活動中の人
定員 ��先着で10人　費用 ��無料
申込 ��10月3日（月）～27日(木)の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

扶養の範囲で就職を希望する人
へのセミナー
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　扶養の範囲内で働く年収や基準につ
いて、基礎的な制度を学びませんか。
日時 ��11月21日（月）10：00～11：30
場所 ��ジョブサポートみよし
講師 �豊田税務署職員
対象 ��扶養範囲内の就職を考えている人
定員 ��先着で10人　費用 ��無料

託児 �あり（6カ月～未就学児が対象（11
月7日（月)までに要予約））

申込 ��10月3日(月)～11月16日(水)の
平日にジョブサポートみよしへ電
話、または直接

男女共同参画ステップ
アップセミナー・スキル
アップ講座
協働推進課　☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族が笑顔になれる講座に参加して
みませんか。
内容 �①～いつもと違う自分発見～顔の
印象は眉毛で決まる!、②パパと
作ろう!　家族が喜ぶオムライス

日時�11月12日（土）10：00～11：30
場所 �①サンライブ2階多目的室、②サ
ンライブ3階調理実習室

講師 �①メナード認定講師の竹
たけなか

中生
せいこ

子さ
ん、②ハタケタナカの田

たなか

中稔
みのる

さん
対象 �①市内在住・在勤の女性、②市内
在住・在学の小学生と父親

定員 �①抽選で10人、②抽選で7組
費用 �����①500円、②1,500円（材料費を含

む。子ども1人追加につき500円）
持物 ��②エプロン、タオル
託児 �先着で5人（申し込み時に連絡）
申込 �10月19日（水）までに、住所、氏
名、子どもの氏名･年齢（②の講座
のみ）、電話番号、希望する講座
名を明らかにして、協働推進課へ
電話、ファクス、メール、または
直接

※ファクス送信後は未着防止のため協
働推進課へ確認の電話をお願いします。

みよし安全安心大作戦2022
防災安全課��☎32-8046  N76-5702

　防火・防災・防犯・交通安全の意識高
揚を図るために、家族ぐるみで参加で
きる安全安心なまちづくり啓発イベン
トを開催します。
日時 �10月29日(土）

【店内イベント】
10：30～14：50
O
オーエスユー

S☆Uオンステージ、くまモンオンス
テージ、愛知県警寸劇チーム「のぞみ」
による防犯寸劇など

【店内ブース】
11：00～15：00
みよ獅子ちゃんのぬり絵、くまモンの
お面作成、防災クイズ、益

ましきまち

城町とみよ
し市のコラボコーナーなど

【駐車場ブース】
10：00～13：30（雨天中止）
自衛隊車両・消防車両・警察車両の展示
や初期消火体験コーナーなど
場所 �イオン三好店内および駐車場

さんさんバス・名鉄バスコラボ
イベント
企画政策課  ☎32-8005��N76-5021
　「みよし安全安心大作戦2022」内で、
バスの乗車体験やワークショップを開
　　有料広告

ホームページ
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催し・講座
西
に し お お ひ ら は ん

大平藩を知っていますか?
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150

　テレビドラマなどで江戸の名奉行と
して描かれる大岡越前。彼を初代藩主
として成立したのが西大平藩です。そ
の領地の半分近くが市内にあり、その
ため市内には西大平藩に関連する資料
が多く残されています。今までまとめ
て紹介される機会のほとんどなかっ
た、この西大平藩についての展示会
「西大平藩～藩と大岡家と地域と～」を
開催します。ゆかりの地から集められ
た資料の数々が一堂に会するこの機
会、ぜひお越しください。
日時 �10月22日（土）～12月18日（日）9：
00～16：30（休館日は毎週月曜日）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

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
　軽トラックの荷台などを店舗に見立
てた朝市を開催します。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 �10月8日（土）9：00～11：30（雨天
開催）

場所 �イオン三好アイ・モール駐車場

みよし市文化祭
文化協会　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　素晴らしい文化・芸術を紹介します。
ぜひご鑑賞ください。

【展示作品発表】
内容 �絵画、彫刻、陶芸、書道、写真、切
り絵、和紙ちぎり絵、アレンジフラ
ワー、アートクラフト、文芸、郷土
史、菊花、盆栽、山野草、華道

日時 ��11月3日(祝)～6日(日)10：00～
17：00（初日は9：00から、最終日
は15：00まで）

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）
レセプションホール、研修室

【芸能発表】
内容 �舞踊、ダンス、民謡、筝、太鼓、剣
詩舞、大正琴、詩吟、ヘルマンハー
プ、歌謡、三好音頭ほか

日時��11月5日(土)10：00～15：30
場所 ����カネヨシプレイス大ホール
費用 �無料

【文化祭茶会】
日時��11月6日(日)10：00～15：00
場所 ��ふるさと会館

費用 �茶券代(一服)300円（前売り券・当
日券共に）

席主 ��表千家の宮
みやざわ

澤八
や よ

代(宗
そうこう

光)さん
※前売り券は、11月5日（土）まで文化
協会で販売します。

オータムフェスタ2022
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232
　愛称をカネヨシプレイスと新たに変
え、秋のフェスタを開催します。電動
カート体験、動物ふれあい体験やパト
カーとの記念撮影会など楽しみいっぱ
いです。ダンスパフォーマンスのステ
ージも行われます。
日時 ��10月29日（土）10：00～15：00
場所 ��カネヨシプレイス（小ホールを除く
全館）

費用 ��一部有料あり

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

日時 �10月20日（木）19：00開演
場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①アンサンブル（L

ラ

a�L
ルーチェ

uce）、②ピ
アノ連弾（D

デ ュ オ

uo�ふた葉
ば

）、③ピアノ
ソロ（伊

い よ き

與木慶
け い こ

子）
費用 �無料

※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
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国民の休日フェア
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232
　カネヨシプレイスのリニューアルオ
ープン1周年を記念して、地元演奏家
による箏の生演奏をします。ぜひお越
しください。
日時 �11月3日（祝）・5日（土）10：00～
15：30

場所 �ふるさと会館（立
りゅうれい

礼席）
費用 �前売り券300円、当日券350円（共
に呈茶付き）

※前売り券は11月2日（水）までカネヨ
シプレイスで販売します。

シルバー直売会
シルバー人材センター
☎34-1988��N34-2831

　シルバー人材センターでは、年に6
回直売会を開催しています。四季折々
の草花や、手作りの木工製品を販売し
ます。皆さまのお越しをお待ちしてい
ます。
日時 �10月14日(金)、11月15日（火）、
12月22日（木）9：00～15：00

場所 �生きがいセンター「太陽の家」

己書体験会
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621  
　身近にある筆ペンを使って、絵を描
くように文字を書きます。
日時 ��10月15日、11月19日の土曜日10：
00～11：30

場所 �明越会館多目的室
対象 �小学生以上　定員 �先着で16人
費用 �1回につき会員700円、非会員1,0
�00円（小学生～高校生は会員500

円、非会員800円）
持物 �筆ペン（貸し出し無料、購入400円）
申込 �各開催日の3日前までに、申し込
みフォームへ入力、または火・木曜
日9：00～15：00、水・金・土曜日9
：00～12：00に三好さんさんスポ
ーツクラブへ電話

市民将棋大会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

日時 �11月6日（日）9：30～（受け付けは
9：00～）

場所 �サンライブ3階会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で30人
費用 �1,500円（昼食代を含む）
申込 �不要。当日、会場へ直接
問合 �将棋部の塚

つかもと

本憲
けんいち

一さんへ電話（☎
34-7080）

第32回東海北陸・みよし矯正展
東海北陸・みよし矯正展事務局  
名古屋刑務所作業部門内  ☎36-2260

内容  展示即売、防災コーナー、ステー
ジイベント、刑務作業体験など

日時  10月15日(土)10：00～16：00
場所  名古屋刑務所（ひばりケ丘1-1）

リサイクル工作教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229　N38-6222
　卵の殻を使ってライトを作ります。

ぜひお越しください。
日時 ��10月26日（水）13：30～15：30
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8人　費用 �1,000円
持物 �つまようじ　託児 �あり
申込 �10月16日（日）までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザへ電話

岡崎城下家康公秋まつり
岡崎市経済振興部商工労政課　
☎0564-23-6210
N0564-23-6213
内容  商工フェア、ストーンフェスタ岡
崎、第49回岡崎市農林業祭、お
とがわびより2022秋など

日時  11月5日(土)10：00～16：00、6
日（日）10：00～15：00

場所  殿
とのばし
橋下流乙川河川敷、桜

さくらのしろばし
城橋ほか

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

【か～るくラシック♪  お昼のコンサート  
第49回「クラシック×ザ・ビートルズ」】

内容 ��ヘイ・ジュード、レット・イット・
ビーほか

日時 �10月30日（日）11：30開演（11：15～
髙
たかしま

嶋弘
ひろゆき

之さんによるプレトーク）
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）

出演 1
いちきゅうろくろく

9 6 6カルテット
費用 �全席指定500円（4歳未満入場不可）
申込ホームページ、または電話

【参合館ロビーコンサート】
日時 �10月23日（日）12：20～12：50
場所 �豊田参合館1階ロビー
出演 ��プチクラ（混声合唱）　費用 �無料

ホームページ

申し込みフォーム

ホームページ
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催し・講座
大浜てらまちウォーキング
大浜にぎわいづくり実行委員会　
☎0566-95-9894
　大浜てらまち地区は、歴史的・文化的
にも魅力の高い多くの寺院や昔ながら
の建物が狭いエリアに密集しています。
また碧南市は、三英傑といわれる織田
信長・豊臣秀吉・徳川家康の3人の戦国武
将とゆかりがあります。三英傑のゆか
りの地や寺院、路地を散策しながら楽
しめるイベントを行います。
日時 ��10月16日（日）9：30～15：00
場所 ��名鉄碧南駅以西大浜てらまち地区

企画展「ゲルハルト・リヒター」
豊田市美術館　☎0565-34-6610
　ドイツ人画家ゲルハルト・リヒターの
日本では16年ぶりとなる大規模な展覧
会です。現代美術の最高峰といわれる
同氏の画業を約140点の作品により紹
介。アウシュビッツ強制収容所を主題
とした「ビルケナウ」はアジア初公開で
す。ぜひお越しください。
期間 ��10月15日（土）～令和5（2023）年1
月29日（日）（1月9日を除く月曜日、
12月28日（水）～1月4日（水）休館）

10：00～17：30（入場は17：00まで）
場所 ��豊田市美術館（豊田市小

こざかほんまち

坂本町8-5
-1）

※10月14日（金）までは☎0565-34-67
48

健康・福祉
へルスパートナーと
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 �お寺巡りコース（5.1km）をヘルス
パートナーと一緒に歩く

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

場所 �満福寺（三好町蜂ケ池5）
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
申込 �不要。集合場所へ直接
※当日は体温測定をしてからお越しく
ださい。

世代交流サッカー
健康増進教室
長寿介護課 
☎32-8009 N34-3388

　名古屋グランパスと協働で開催しま
す。ご参加をお待ちしています。
内容  名古屋グランパスのスクールコー
チによるサッカーボールを使った
健康増進トレーニング、栄養講座

日時  11月12日(土)13：30～15：00
場所  旭グラウンド(雨天時は緑丘小学
校体育館)

対象  市内在住の60歳以上の人とその
孫(幼稚園･保育園児(年長)～小学
生。孫は市外在住でも可）

※60歳以上の人のみでも参加できます。
定員  抽選で30人　費用  1人30円
申込  10月24日(月)までに申込書（ホー
ムページからダウンロード可）を
長寿介護課へ電話、ファクス、ま
たは直接

※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。

市民病院内　皮膚科 　☎33-3300　N33-3308

アトピー性皮膚炎の新しい治療

市民病院コーナー

低1年間を推奨しますが、効果判定は16週で行います。在宅で皮下注射をすることが可能ですので受診回数を減
らせ、自己注射の指導も看護師が行いますのでご安心ください。薬剤は3割負担でもペン型1本17,633円と高額
ですが、高額医療費制度により自己負担を軽減できる場合もあります。お悩みの人は検討いただき、ご来院くだ
さい。

安
あんどう

藤　聖
き よ み

美医師

　アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹を何年も繰り返します。治療薬は塗り薬が最
も大切で、最近は外用剤の新薬も多く出ており選択の幅が広がっています。効果不十分
な時は抗ヒスタミン薬や免疫抑制剤の飲み薬を使用していましたが、平成30（2018）年
から注射の新薬「デュピクセント」ができ、当院でも採用しています。この治療で従来の
治療では効果不十分であった湿疹や乾燥肌・かゆみを改善します。また重篤な副作用も少
なく、投薬を受けている人からも「かゆくならず眠れるようになった」と好評です。
　デュピクセントは15歳以上で使用でき、2週間に1回皮下注射をします。投与期間は最

ホームページ
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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 �医師にいろいろ聞いてみよう～座
談交流会～

日時 �10月28日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201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

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
去の楽しい話をすることで脳を活性化
し、認知症の進行を予防しませんか。
日時 �11月11日・25日、12月1日・16日・
23日、令和5（2023）年1月6日・20

日、2月3日の木・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 �10月19日(水)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

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（28日は「紅葉鮮やか、大
正琴の音色」を開催。詳細は下
記参照）

10月8日（土）・18
日（火）・28日（金）
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 脳トレ、回想法、大正琴、歌、健
康体操など

10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

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

10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（25日
は「コグニサイズ体験会」を開催
します。詳細は下記参照）

10月25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

10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。

※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。

おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878

　秋の歌を口ずさみ、体も軽く動かしてみましょう。
日時 �10月28日（金）14：30～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �大正琴s

シスターズ
ister's♩　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

　コグニサイズは頭と体の両方を一緒に動かすので、認知症予防に効果があると
いわれています。笑いながら楽しむことができます。ぜひご参加ください。
日時 �10月25日（火）10：00～11：00　場所 �サンライブ講座室兼音楽室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

w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe　みんなの認知症コミュニティカフェで

「紅葉鮮やか、大正琴の音色」を開催します

認知症カフェオレンジ茶房で「コグニサイズ体験会」を開催します

ホームページ
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健康・福祉
乳がん検診ウェブ予約
の開始
市民病院
☎33-3300　N33-3308

対象 �みよし市健康診査受診券（乳房X線
検査）を持っている人

申込 �予約フォームから以下のユーザー
名とパスワードでログイン

【ユーザー名】 miyoshi22mammo
【パスワード】 aiThoh4n

先生と親の勉強会
手をつなぐ親の会
福祉センター内
☎34-1588　N34-5860

　子どもの発達に心配がある保護者の
勉強会をオンライン（Z

ズ ー ム
OOM）で開催し

ます。ZOOMに不安がある人も、事前
に対応しますのでお気軽にお申し込み
ください。お待ちしています。
内容  市教育委員会職員・小中学校特別
支援教育コーディネーター・三好特
別支援学校教員・相談支援専門員の
活動紹介、質疑応答

日時 �12月9日（金）10：00～12：00
費用 �無料
対象 �18歳以下の子どもの保護者
申込 �11月12日（土）までに子どもの氏名、
学校名、学年、電話番号を明らか

にして、手をつなぐ親の会へメール

おしゃべり会
社会福祉協議会　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
親睦や交流を目的とした茶話会を開
催します。一緒に楽しいひとときを過
ごしませんか。
内容  茶話会と頭の体操ゲーム

【日時および場所】
①なかよし地域（三好中学校区）10月
28日(金)13：00～14：30（福祉センタ
ー3階大ホール）、②きたよし地域（北
中学校区）11月18日(金)13：00～14：
30（おかよし交流センターホール）、③
おかよし地域（三好丘中学校区）12月
23日(金)13：00～14：30（カリヨンハ
ウス多目的室1）、④みなよし地域（南
中学校区）令和5（2023）年1月20日(金
)13：00～14：30（明越会館多目的室）
対象  市内で一人暮らしの65歳以上の
人(世帯分離は除く）

定員  先着で各20人　費用  200円
申込  各開催日の2週間前までに社会福
祉協議会へ電話、または直接

精神保健福祉家族教室
衣浦東部保健所　健康支援課
☎0566-21-9337
N0566-25-1470
内容 �①刈谷病院精神科医師による講話
「精神疾患（統合失調症など）を知
ろう～症状と治療について～」、
②みつわクリニック精神保健福祉
士による講話「家族の対応につい
て」

※各回で家族同士の交流会があります。
日時 �①10月25日（火)10：00～12：00、
②11月21日（月)13：30～15：30

場所  中央生涯学習センター（刈谷市総
合文化センターアイリス内）401・
402研修室（刈谷市若

わかまつ

松町2-104）
対象 �精神障がい者の家族
定員  先着で各20人　費用 �無料
申込 �10月5日(水)から各開催日の1週間
前までに、衣浦東部保健所へ電話

子育て
子育て見守り訪問事業の開始
子育て支援課
☎32-8034  N34-4379
生後10カ月から1歳未満の乳児のい
る家庭を訪問し、進呈品または1万円
分の商品券を配布することで、養育な
どの相談に応じるとともに経済的支援
を図ります。
内容  居宅を訪問し養育状況を把握する
とともに、下記①の人は進呈品、
②の人は商品券を配布

対象  ①令和3（2021）年12月1日から
令和4（2022）年4月1日までに生
まれた乳児の保護者、②4月2日
以降に生まれた乳児の保護者

※訪問前に子育て支援課から日程調整
の連絡をします。

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。
皆さんの参加をお待ちしています。
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  11月11日（金）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人

託児  あり
申込  10月25日（火）まで（日・月曜日を除
く）の9：00～16：30にファミリー・
サポート・センターへ電話、または
直接

※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。

予約フォーム

メール
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病児病後児保育事業の開始
子育て支援課
☎32-8034  N34-4379

　10月3日（月）から市民病院で病児病
後児保育が可能となります。病気やけ
がの回復期にある子（病後児）または回
復期に至らない子（病児）が集団保育の
困難な期間、主治医と市民病院医師が
事業の利用を適当と認めた場合、一時
的に預けることができます。
時間  平日の9：00～17：00（祝日・小児科
の休診日を除く）

※緊急時のみ18：00まで延長可能です。
対象  生後8カ月～小学6年生
定員  1日3人
費用  1日2,000円（延長30分につき500
円）

持物  健康保険証、子ども医療受給者証、
お薬手帳、主治医の処方薬、衣類
（着替え・オムツ・タオルなど）、昼
食・おやつ・お茶・ビニール袋

申込  利用日前日（土・日・祝日の場合は直

前の開所日）の15：00までに「病児
保育利用基本台帳」「病児保育利用
申込書兼通知書」「病児保育連絡票
（主治医の受診が必要）」（市内各医
療機関で配布）を市民病院小児科に
直接

令和4（2022）年度私立
高等学校などの授業料の
一部補助
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379

対象 �令和4（2022）年10月1日現在、
専攻科・別科を除く全日制の私立
高校または私立専修学校高等課程
に在籍する生徒の市内在住の保護
者で市税などを滞納していない人

補助 �生徒1人につき上限年額12,000
円（授業料が補助額に満たない場
合は授業料相当額）

申込�10月3日(月)～31日(月)に申請書
（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、10月1日以降に発行

された在学証明書(原本)を添付し
て、教育行政課または市役所夜間
受付へ直接

※学校から申請書が届いた場合は、学
校で取りまとめることがあります。同
封の案内文を参照してください。
※本年度から通信制も対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

里親月間
愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター
☎0565-33-2211 N0565-33-2212

　10月は里親月間です。里親とは、さ
まざまな事情によって家庭で暮らせな
くなった子どもたちを、里親の家庭に
迎え入れて、温かい愛情と理解を持っ
て養育してくださる人のことです。愛
知県では、里親になってくださる人を
募集しています。自分の家庭で生活で
きなくなった子どもたちのために、里
親になりませんか。詳しくは愛知県豊
田加茂児童・障害者相談センターにお
問い合わせください。

冬休み期間の放課後児童クラブ入所申し込み受け付け

日時  12月26日（月）～令和5（2023）年1月6日（金）（土・日曜日、12月29日（木）～1月4日（水）を除く）
8：00～18：00

※就労証明書などで必要性が認められた場合は、7：30～8：00、18：00～19：00も利用できます。
※冬休みの日程変更に伴い、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  3,000円
申込  10月3日（月）～21日（金）に申込用紙(子育て支援課および各児童クラブ(14：15～19：00)で配
布)に必要事項を記入し、就労証明書（ホームページからダウンロード可）
を添えて子育て支援課へ直接

※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。募集人数が決ま
り次第、ホームページに掲載します。

ホームページ

ホームページ

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
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子育て
絵本の読み聞かせ
子育て総合支援センター 
☎34-1250  N34-0501

日時 10月19日(水)10：00～11：00
場所子育て総合支援センター
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 �10月5日（水）～12日（水）（日・月曜
日を除く）9：00～16：00に子育て
総合支援センターへ電話、または
直接

親子ヨガ
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
親子で楽しく心も体もリフレッシュ
しましょう。
日時 10月20日(木)10：00～11：00　
場所打越保育園遊戯室
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
持物ヨガマットまたはバスタオル
申込�10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

育児講座「しゃぼん玉」
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
親子でしゃぼん玉遊びをしませんか。

日時 10月18日(火)10：00～11：00　
場所莇生保育園遊戯室
対象 �1歳6カ月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�10月4日（火）～11日（火）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

「聞こえ」が心配な
お子さんについての相談
愛知県立岡崎聾学校
☎0564-45-2830  N0564-45-6248
{ppp@okazaki-sd.aichi-c.ed.jp
　聞こえや言葉に関する相談、関わり
方のアドバイス、聴力測定を行いま
す。聞こえと言葉は3歳までに大きく
発達します。「音に反応しない」「1歳
半を過ぎても言葉が出ない」など悩ん
でいる人は、少しでも早くご相談くだ
さい。相談・聴力測定は無料です。
日時  平日8：30～17：00
申込  愛知県立岡崎聾学校へ電話、メー
ル、またはファクス

スポーツ
子どもかけっこ教室
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621
日時 ��10月16日、11月6日・27日、12月
18日・25日の日曜日9：00～10：00

※令和5（2023）年1月～3月も月2回開
催予定です。
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �年中児～小学生
定員 �各回先着で10人
費用 �体験500円（1人1回限り）
申込 �各開催日の3日前までに、保護者
の氏名、年齢、性別、電話番号、
メールアドレス、メッセージ欄へ
教室名、参加希望日、子どもの氏
名（ふりがな）、性別、学年、園名
（学校名）を入力して、ホームペー
ジ内のメールフォームで

親子かけっこ教室
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621
日時 ��10月16日、11月6日・27日、12月
18日・25日の日曜日10：15～11：

15
※令和5（2023）年1月～3月も月2回開
催予定です。
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �年少～年長児の親子
定員 �各回先着で10組
費用 �体験1,500円（1組1回限り）
申込 �各開催日の3日前までに、保護者
の氏名、年齢、性別、電話番号、
メールアドレス、メッセージ欄へ
教室名、参加希望日、子どもの氏
名（ふりがな）、性別、学年、園名
を入力して、ホームページ内のメ
ールフォームで

第2回スポーツ指導者講習会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
スポーツ指導に関する基礎を学ぶ講

習会を開催します。
内容 �スポーツコンプライアンス（講義）
日時 �10月29日（土）17：00～19：00
（受け付けは16：30～）

場所 �総合体育館会議室
講師 �星城大学学長補佐兼経営学部スポ
ーツマネジメント分野教授の横

よ こ い

井
康
やすひろ

博さん
対象 �市内在住・在勤・在学でスポーツ指
導に興味がある人

定員 �先着で40人　費用 �100円
申込 �10月15日（土）までにスポーツ協
会へファクス、または直接

インドアソフトテニス教室
ソフトテニス連盟　林

はやし

幸
 さ ち お

男さん
☎090-3482-5556
日時 �11月4日（金）～令和5（2023）年3
月17日（金）19：00～21：00

※計17回予定です。
場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学の中学生以上
�定員 �先着で40人　費用 �4,000円
申込 �10月1日（土）～15日（土）に申込書
（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（N
34-6030）、または直接

※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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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

部門 �①中学1年の部、②中学2年の部、
③一般の部

日時 �11月13日（日）9：00～（受け付けは
8：30～）

�場所 �三好公園テニスコート
対象 �①市内在住または在学の中学1年
生、②市内在住または在学の中学
2年生、③中学3年生以上

費用 ��1人500円（高校生以下100円）
申込  10月28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、総合体育館へファクス（N34
-6030）、または直接

採　用
市民病院職員
市民病院
☎33-3300　N33-3308

【令和5（2023）年度常勤職員】
職種 �言語聴覚士
対象 �昭和40（1965年）年4月2日以降に
生まれ、言語聴覚士の資格を有す
るまたは取得見込みの人

定員 �若干名　選考 �面接試験、適性検査
試験 �11月22日（火）
採用 �令和5（2023）年4月1日（土）
申込 �10月31日（月）までに提出書類（市
民病院で配布の募集案内、または
ホームページからダウンロード可）
をそろえて、市民病院管理課へ郵
送、または直接

他 �院内保育所完備
【令和4（2022）年度会計年度任用職員】

職種 �医師事務作業補助者
対象 �医師事務作業補助者の資格を有す
る人

定員 �若干名　選考 �書類審査
採用 �随時
申込 �提出書類（市民病院で配布の募集
案内、またはホームページからダ
ウンロード可）をそろえて、市民病
院管理課へ郵送、または直接

他 �院内保育所完備

子育て見守り訪問員
（会計年度任用職員）
子育て支援課　　　
☎32-8034 �N34-4379
10月1日から開始する「子育て見守
り訪問事業」の訪問員を募集します。
勤務 �平日9：00～16：00の間で5時間程
度、週3日（勤務日は応相談）

期間 �10月1日～令和5（2023）年3月31
日（雇用開始日は応相談）　

賃金 �時給987円～1,275円で経験年数
に応じて算定（交通費は別途支給）

対象 �保健師、助産師、看護師または保

育士の資格を有する人
人数 �1人　選考 �書類および面接
申込 �子育て支援課へ電話、または直接

伝言板
収穫体験会参加者募集
内容 �サツマイモの収穫体験（2
kgまで持ち帰り可。買い
物袋持参）

日時 �10月22日（土）9：00～10：30
場所 �打越町鏡塚地内の畑（さんさんの
郷の東）

定員 �先着で80組　 費用 �1組600円
持物 �軍手、シャベル
申込 �10月11日（火）までに加

かとう�
藤憲
さとる
さん

（☎080-6903-5361）または長
ながお
尾

邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-8587）へ

電話

週末型ゆる森「よーいド
ン！　秋のうんどうか
いあそび」
　親子で自然の中で思いっきり遊びま
せんか。
日時 �10月15日（土）10：30～12：30
場所 �三好丘緑地
対象 �未就学児とその保護者（きょうだい
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）

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

募集種目 資格 受付期間など

自衛官候補生 18～32歳（採用予定月の月
末現在） 随時

防衛大学校学生
（一般）※

18～20歳（令和5（2023）年
4月1日現在） 10月26日（水）まで

防衛医科大学校
医学科学生

18～20歳（令和5（2023）年
4月1日現在） 10月12日（水）まで

自衛官などの募集 　自衛隊豊田地域事務所  ☎0565-32-7384

　下表のとおり募集します。

※一般の他に総合選抜および推薦があり
ます。試験日時・場所など、詳しくはお問
い合わせください。
申込 �自衛隊豊田地域事
務所（豊田市喜

き た
多町

まち

1-100-1)へ直接


