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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
国民年金の学生納付特例制度
保険年金課  ☎32-8016��N34-3388

　学生本人が保険料を納付することが
経済的に困難な場合、在学中の保険料
の納付が猶予されることがあります。
令和5(2023)年度分の申し込みを、4
月3日に開始します。
対象 �大学（大学院）、短期大学、高等学
校、高等専門学校、専修学校など
に在学する20歳以上の学生で、
本人の前年の所得が基準額（128
万円＋扶養親族などの数×38万
円）以下の人

※対象外の学校もありますのでご注意
ください。
申込 �4月3日(月)以降に、基礎年金番号
の分かるもの、学生証を持参して
保険健康課（旧保険年金課）へ直接

※前年度に学生納付特例が認められて
いて引き続き在学する人は、日本年金
機構から郵送される書類に必要事項を
記入し、返送してください。

令和5(2023)年度固定資産税
に係る土地・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧
税務課  ☎32-8019��N32-2585
　固定資産課税台帳に登録されている
自分の土地や家屋の価格を、他の土地
や家屋の価格と比較して適正かどうか

確認できます。
内容 �土地…所在、地番、地目、地積、
価格の縦覧、家屋…所在、地番、
家屋番号、種類、構造、床面積、
価格、建築年の縦覧

※非課税の物件を除きます。
期間 4月3日(月)～5月1日(月)
場所市役所2階税務課　費用 �無料
対象 �次のいずれかに該当する人
①固定資産税の納税者
②�納税者と同一世帯に属する親族や納
税管理人

③�固定資産税の納税者の縦覧に関する
代理人
※土地・家屋それぞれの固定資産税課
税標準額の合計が免税点（土地30万
円、家屋20万円）未満の人は縦覧でき
ません。
持物 �運転免許証など、縦覧者本人の氏
名、住所、生年月日が確認できる
ものと②は納税通知書または課税
明細書、③は納税者からの委任状

弁護士同席による消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　悪質商法や商品・サービスに関する
消費生活上のトラブルに、弁護士と消
費生活相談員が相談に応じ、解決のた
めのサポートをします。ぜひご利用く
ださい。
日時 �3月14日（火）・28日（火）の13：30
～16：30

場所 �市役所3階相談室10　
定員 �各日先着で4人（1人40分程度）
費用 �無料
申込 �相談日前日まで（土・日曜日、祝日
を除く）に産業課へ電話、または
直接

※4月以降に開催する事業は、予算を3月市議会定例会に提出するため変更となる可能性があります。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

架空料金請求詐欺にご用心！

　これらは表示された電話番号に電話すると「コンビニで電子マネ
ーを買ってきて」などと指示され、お金をだまし取られてしまう架
空料金請求詐欺の手口です。記載された内容
が不安をあおるようなものであっても、画面
に表示された番号には絶対に電話をかけない
でください。一人で判断せず、家族や警察に
相談しましょう。

～電子マネー（ギフトカードなど）を
買わせる詐欺に注意～

●パソコン画面に突然「ウイルス感染」と警告画面
　が出た
●携帯電話に「料金未納」「宝くじ当選」と書かれた
　メールが送られてきた
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令和5(2023)年春季全国火災
予防運動
防災安全課  ☎32-8046 �N76-5702

　3月1日(水)から7日(火)まで、春季
全国火災予防運動が全国で展開されま
す。統一標語は「お出かけは　マスク
戸締り　火の用心」です。火災の原因
のほとんどは不注意によるものです。
尊い命や財産を守るため火の元には十
分注意しましょう。
　現在、全ての一般住宅に住宅用火災
警報器の設置が義務化されています。
まだ設置をしていない住宅は、設置を
お願いします。消防署員などを語る悪
質訪問販売などには、十分ご注意下さ
い。期間中は、ポスターの掲示や消防
団による市内放送巡回などを行う予定
です。
●火の用心4つの習慣・6つの対策
【4つの習慣】
①寝たばこは、絶対にしない、させな
い、②ストーブ周りに燃えやすいもの
を置かない、③こんろを使うときは火
のそばを離れない、④コンセントはほ
こりを清掃し、不必要なプラグは抜く
【6つの対策】
①火災の発生を防ぐために、ストーブ
やこんろなどは安全装置の付いた機器

を使用する、②火災の早期発見のため
に、住宅用火災警報器を定期的に点検
し、10年を目安に交換する、③火災
の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓
し、寝具、衣類およびカーテンは防炎
品を使用する、④火災を小さいうちに
消すために、消火器などを設置し、使
い方を確認しておく、⑤お年寄りや身
体の不自由な人は、避難経路と避難方
法を常に確保し、備えておく、⑥防火
防災訓練への参加、戸別訪問などによ
り、地域ぐるみの防火対策を行う

地域福祉計画審議会委員募集
福祉課��☎32-8010  N34-3388
{fukushi＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �地域住民が互いに支え合い、安心
して暮らせる共生のまちづくりを
考える「第4期みよし市地域福祉
計画」（あったかプランみよし）の
進捗状況の確認

期間 �選任日～令和8(2026)年3月31日
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（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に本審議会委員に選任されてい
ない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年1回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �3月31日（金）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、福祉関
係の審議委員などの経験の有無を

明らかにして、レポート（1,000
字程度。テーマ「私が望むみよし
の地域福祉」）を添えて福祉課へメ
ール、郵送、ファクス、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。

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ 
参加登録者の募集
緑と花のセンター  
☎34-6111��N34-6161

　令和5(2023)年度の登録者を募集
します。令和5(2023)年度は、おかよ
し交流センターまたはイオン三好店駐
車場を主な会場とし、5月～12月の間
に7回程度の開催を予定しています。
一緒に軽トラマルシェを盛り上げませ
んか。多くの申し込みをお待ちしてい
ます。
対象 �軽トラックまたは軽ワゴン車で農
産物や加工品・雑貨など手作り品
を対面販売できる団体または個人

申込 �4月1日（土）～11月10日（金）8：
30～17：00（月曜日を除く）に緑
と花のセンターへ直接

※登録の可否は、届け出内容を確認後
に決定します。

    3 水
月

   1
    3

2023

　　有料広告
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生涯学習センタークラブの登録
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114

　令和5(2023)年度の登録団体を募
集します。登録団体は、生涯学習セン
ターの施設を先行予約できます。
対象 �次の全てを満たす団体
①�教養の向上、健康の増進、文化振
興、ボランティアなど社会福祉の増
進などを目的に生涯学習活動を行っ
ている
②おおむね10人以上で構成されている
③�メンバーのうち、8割以上が市内在
住・在勤である

申込 �4月9日（日）までに登録用紙（生涯
学習推進課で配布）に必要事項を
記入し、生涯学習推進課へ直接

※期限以降も随時受け付けます。

男女共同参画審議会委員募集
協働推進課��☎32-8025  N76-5702
{kyodo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �男女共同参画の推進に関する施
策の審議

期間 �選任日～令和7(2025)年3月31日
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（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に本審議会委員に選任されてい
ない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年1～3回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �3月31日（金）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、応募理由を明らか
にして、レポート(1,000字程度。
テーマ「私の考える男女共同参画」)
を添えて協働推進課へメール、郵
送、ファクス、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。

桜まつり特別渋滞対策
にご協力を
岡崎市経済振興部
観光推進課　☎0564-23-6211
　令和5(2023)年の桜まつりは、大河
ドラマ観光で例年以上の混雑が予想さ
れるため、特別渋滞対策を実施します。
詳しくは、桜まつり特集サイトでご確
認ください。
【公共駐車場への予約制導入】
3月24日(金)～4月9日(日)…岡崎公園
平面駐車場、3月25日(土)・26日(日)・
4月1日(土)・2日(日)…乙川河川緑地駐
車場、籠田公園地下駐車場、図書館交
流プラザ東駐車場1・2、岡崎市役所西
駐車場、乙川リバーベース南駐車場
※3月11日（土）から桜まつり特集サイ

トで予約ができます。当日の予約およ
び予約車以外の駐車はできません。
【パーク＆ライドの実施】
3月25日(土)・26日(日)・4月1日(土)・
2日(日)…岡崎中央総合公園、ユニチ
カ、3月26日(日)・4月2日(日)…三菱自
動車工業の臨時無料駐車場をご利用く
ださい。

軽自動車の名義変更
および廃車の届け出
軽自動車検査協会
愛知主管事務所　☎050-3816-1770
三河支所　☎050-3816-1772
　毎年3月は軽自動車税（種別割）申告
などの関係から、軽自動車の名義変
更、廃車の届け出が集中し、窓口が大
変混雑します。名義変更および廃車の
届け出は3月中旬までに済ませてくだ
さい。名義変更、廃車などの手続きに
ついては、軽自動車検査協会のホーム
ページをご覧ください。

カラスの巣作りによる停電防止
対策のお願い
中部電力パワーグリッド株式会社
豊田営業所  ☎0120-988-554
　春はカラスの巣作りがピークとなり
ます。金属製のハンガーで電柱や鉄塔
の上に巣が作られると、漏電やショー
トが発生し広範囲で停電する恐れがあ
ります。金属製のハンガーや針金を放
置しないでください。電柱や鉄塔の上
にカラスの巣を発見したら、中部電力
パワーグリッド株式会社豊田営業所へ
連絡してください。

 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

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。

お知らせ

ホームページ

　  特集サイト
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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

生涯学習春夏講座
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111��N34-3114
　サンライブでは、さまざまな講座を
「春夏」「秋冬」「新春」の年3期に分けて
開催しています。 今回は5月から開講
する「春夏講座」の受講生を募集しま
す。申し込み方法や講座内容など詳し
くは、今月号の折り込み、または3月
1日（水）からサンライブなどで閲覧で
きる「春夏講座案内」をご覧ください。
対象 �15歳以上（中学生を除く）
申込 �3月1日（水)～26日(日)（必着）

遺跡を歩こう
歴史民俗資料館  
☎34-5000　N34-5150
　みよし市とゆかりのある遺跡を見て
歩くバスツアーを開催します。
日時 �4月9日（日）8：30～16：00
場所 �沓

くつかけ

掛城（豊明市）、大
おおだか

高城（名古屋
市）、篭

かごいけ

池古
こ よ う

窯（常滑市）
対象 �市内在住、在勤(小学生以下は保
護者同伴）

講師 �郷土史研究家の松
まつうら
浦喜

きし ち
七さん

定員 �先着で10人　�費用2,000円
申込 �3月7日（火）～15日（水）まで(月曜
日を除く)の9：00～16：30に資料
館へ電話、または直接

フラワーフェスティバル
デンパーク  
☎0566-92-7111

　桜やチューリップなどが咲き誇る春
満開のデンパークでは、動物ふれあい

イベントやキャラクターショー、イー
スターダンスステージをはじめ、シル
バニアファミリーの企画展示とグッズ
販売など、春の一日をご家族で思いっ
きり楽しめるイベントを開催。
　またゴールデンウィークには、未来
の世代も楽しく豊かに、美しい地球で
ずっと生活を続けていける社会に向
けたイベント「サステナブルスタイル
2023」を開催します。
期間 �3月18日（土）～5月7日（日）
※開園時間や休園日はホームページを
確認してください。

三好木彫クラブ40年の歩み
作品展
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　40年の力作をご覧ください。
日時 �3月3日(金）～5日(日)10：00～17：
00（最終日は16：00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

費用 �無料

ふるさと庭園コンサート
「春の陽だまり」
カネヨシプレイス（旧サンアート）�
�☎32-2000  N32-3232
日時 �4月1日（土）14：30開演
場所 �ふるさと会館
出演 �①筑

ち く し

紫美
み お う

桜会
かい

（筝曲合奏）、②ユキ
＆エリw

ウ ィ ズ

ith�N
エヌ

(アコースティックギ
ター弾き語りバンド)

費用 �350円（呈茶付き）
申込 �当日13：30～ふるさと会館へ直接

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
日時 �3月16日（木）19：00開演
場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①F

フォーチュン

otune　P
パ ー サ ー ズ

arsers（ギター弾き語
り）、②加

か と う

藤玲
れ い こ

子（ピアノソロ）、③
F
フォーエバー

orever　＋
プラス

（アンサンブル）
費用 �無料

催し・講座
さんさんバスの日
無料乗車DAY
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021
環境課  ☎32-8018  N76-5103

　3月の第3日曜日である19日(日)は
「さんさんバスの日」です。当日は誰で
も無料で乗車できるほか、�イオン三好
店でイベントを実施します。乗車時に
運転手から配布される「特別チケット」
で、名古屋グランパスとみよし市との
コラボグッズなどが当たる抽選会への
参加や、クーポン対象店舗でのサービ
スを受けることができます（抽選会は
先着で333回）。
　また店内ブースでは家庭で不要とな
った食品や飲料を回収し、子ども食堂
や福祉施設などへ寄付を行うフードド
ライブも実施します。お米やパスタ、
調味料、缶詰、コーヒー、お茶などを
回収します。詳しくはホームページを
ご確認ください。
日時 �3月19日（日）10：00～15：00
場所 �イオン三好店内(デコホーム前)お
よび駐車場

外国人のための日本語教室
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702

（4月1日～N32-2165に変わります）
�日時次のとおり
●●��水曜教室…4月12日～9月20日の毎
週水曜日（5月3日、7月19日～8月30
日を除く）10：00～11：30
●�土曜教室…4月8日～9月30日の毎週
土曜日（4月29日、5月6日、7月22日
～8月26日、9月23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

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
第6回石川家住宅クイズラリーを開催します
　石川家住宅内を巡りながらクイズに答えていき、ゴール地点で答え合わせをします。参加者全員に参加賞
と、正解数によって石川家住宅にちなんだ記念品をお渡しします。
　石川家住宅にゆかりのある数々のクイズがあなたを待っています。どなたでも参加できますので、この機
会にぜひ、ご来館ください。

石川家住宅  ☎・N32-3711�

【日時】3月11日（土）13：30～15：30（最終受け付けは15：00）
【場所】石川家住宅（長屋門にて受け付け）

参加無料　
申込不要
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健康・福祉
知っていますか？
～補聴器と集音器の違い～
市民病院  ☎33-3300  N33-3308

　補聴器と集音器の体験ができます。

日時 �3月15日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
定員 �先着で15人　費用 �無料
講師 �補聴器相談医の矢

や の

野陽
よ う こ

子医師、認
定補聴器技能者でリケンみよし店
店長の清

し み ず

水隆
たかひさ

久さん
申込 �3月14日（火）までの9：00～16：00
に市民病院耳鼻咽喉科外来へ電
話、または直接

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。お気軽にご
参加ください。
内容 �私らしい終活～もしバナゲームで、
自分や大切な人の「もしも」につい
て考えてみませんか～

日時 �3月24日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201会議室
講師 �豊田加茂医師会在宅相談ステーシ
ョン～おうちでねっと～保健師・
介護支援専門員の兼

かねまつ

松富
ふ み こ

美子さん
対象 �家族を介護している人
申込 �不要。当日、会場へ直接

障がい者などへの虐待を地域で防ごう

　身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）のある人や心身の病気や社会的な障壁に
よって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人がいます。こうした人への虐待に関わる通報や
届出、支援などの相談を以下の機関で受け付けています（通報や届出をした人の個人情報は厳守され
ます）。障がいのある人などへの虐待をなくすために、皆さんのご協力をお願いいたします。

事業所など 住所 電話番号

障がい者虐待防止センター
（福祉課内） 三好町小坂50 ☎32-2111

社会福祉法人あさみどりの風
相談支援事業所わらび 三好町西荒田28 ☎34-5975

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会　
障がい者相談支援事業所 三好町陣取山39-5 ☎34-1588

社会福祉法人あゆみ会
しおみの丘 打越町新池浦83-7 ☎32-2501

一般社団法人みよしはたらく協議会
はたらくサポートセンター

三好町湯ノ前98-3�
ガスビル3階 ☎76-1873

一般社団法人キッズラバルカ
キッズラバルカ

三好丘桜1-8-4�
With三好ケ丘102 ☎090-8076-5925

オーケーサポート株式会社
相談支援OKサポート 打越町畦違277-3 ☎76-0611

福祉課  ☎32-8010  N34-3388
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認知症カフェ

■3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。内容は変更となる場合があります。

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「かっ
こよく歩くための筋肉づ
くり！」を開催。詳細は下
記参照）

3月8日（水）・18日（土）
・28日（火）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

3月23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
師や社会福祉士などによ
る相談

3月9日（木）
14：00～15：00

サンライブ3階講
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 3月28日（火）
10：00～11：00

サンライブ3階講
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

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で
「かっこよく歩くための筋肉づくり！」を開催します
おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878

　かっこよく歩くために、大切な筋肉を意識してしっかり動かそう！
日時 �3月28日（火）14：30～（cafeは通常通り14：00～）　場所 �三好丘旭1-4-8　
対象 �どなたでも可　講師 �健康運動指導士の冨

とみなり
成祐
ゆうすけ
介さん　申込 �不要。当日、会場へ直接

オレンジ茶房でコグニサイズを体験してみませんか
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。笑いながら楽しめます。ぜひご参加ください。
日時 �3月28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　申込 �不要。当日、会場へ直接

健康・福祉



35

子育て
2歳児の育児休業に伴う
保育園退園基準の見直し
子育て支援課　
☎32-8034　N34-4379

　令和4(2022)年10月より試行的に
運用している、保育園の2歳児クラス
に入所している園児の保護者が育児休
業を取得している場合、退園すること
なく在園できる制度を4月1日以降も
継続します。　
対象 �2歳児クラスに在園している園児

スポーツ
三好さんさんスポーツ
クラブ会員募集
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内  ☎・N34-3621

　令和5(2023)年度の会員を募集し

ます。講座内容など詳しくはホームペ
ージをご覧ください。
費用 �下表のとおり
【個人会員】

【家族会員】

※各講座の参加費が別途必要です。
申込 ����新規…3月4日（土）10：00～受け付

け開始。以降は火・木曜日9：00～
15：00、水・金・土曜日9：00～12：

　　00に年会費、参加費を添えて三
　　好さんさんスポーツクラブへ直接
※令和4(2022)年度に入会をしていた
人は、3月4日（土）以前も申し込みが
できます。

なかよしクラブ会員募集
なかよしクラブ事務局　
三好中学校内  ☎34-1771
　令和5(2023)年度の会員を募集し
ます。講座内容など詳しくはホームペ

年会費
会費 保険料

65歳以上 �2,000円

1,200円高校生～64歳 �3,000円

中学生以下 �1,000円

年会費
会費 保険料

家族 �3,500円
1,200円
×人数分中学生以下きょ

うだい �1,500円

ージをご覧ください。
費用 �下表のとおり

年会費 スポーツ  
保険料

65歳以上 2,000円 1,200円

高校生～64歳 2,000円 1,850円

中学生以下 1,000円 800円

※各講座の参加費が別途必要です。
申込 ���3月12日（日）以降の平日（月曜日
を除く）13：00～17：00、土・日曜
日9：00～12：00に年会費、スポ
ーツ保険料、参加費を添えて、な
かよしクラブへ直接

※水泳教室・書道教室は定員に限りが
あるため、3月7日（火）以降申し込み
前日までに空き状況を電話で確認して
ください。
※水泳教室・書道教室以外は無料の体
験教室があります。体験教室は電話で
申し込みができます。

少林寺拳法参加者募集
少林寺拳法協会　深

ふかや
谷求

もとむ
さん

☎090-3858-3386
　心身の健康づくりに少林寺拳法を楽
しく体験しましょう。皆さんのご参加
をお待ちしています。
日時 �4月5日・12日・19日・26日の水曜
日19：00～20：30

場所 �総合体育館剣道場
対象 �小学1年生以上　費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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　スポーツ教室の参加者を募集します。
場所 �総合体育館　対象 �市内在住・在勤・在学・在園

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料 ②

幼児の親子
体操教室

5月10日～７月12日の水
曜日（計10回）10：00～
11：30

親子で一緒にでき
る軽運動、親のス
トレッチ運動

平成31(2019)年4月2日
～令和3(2020)年4月1日
生まれの幼児とその保護者

45組 1組
3,100円

幼児体育
教室

5月10日～7月12日の水
曜日（計10回）①15：00～
15：45、②16：00～16：
45

ボール・とび箱・マ
ット・鉄棒・大縄跳
びで楽しく運動す
る

①�平成30(2018)年4月2日
～平成31(2019)年4月1
日生まれの幼児
②�平成29(2017)年4月2日
～平成30(2018)年4月1
日生まれの幼児

各65人 2,700円

スタンツ
教室

5月13日～7月29日（5月
20日、7月1日を除く）の
土曜日(計10回)13：30～
15：00

とび箱・マットで楽
しく運動する 小学1～3年生 40人 1,800円

成人スポー
ツ教室

5月12日～7月14日の金
曜日（計10回）19：30～
20：30

ボクシングエクサ
サイズで身体を動
かす

平成17(2005)年4月1日以
前に生まれた人 20人 5,250円

令和5(2023)年度スポーツ教室　

申込 ��3月31日(金)までに次のいずれか
①あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）
②申込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、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

▲�幼児体育教室

　を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三好町池ノ原1）（必着）、ファクス、直接、または市役所2階教育委員
　会、サンネットへ直接
※応募者多数の場合は4月5日（水）に抽選を行います。

スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030

ホームページ

スポーツ

▲�成人スポーツ教室
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テニス協会会長杯
硬式テニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986

　皆さんの申し込みをお待ちしていま
す。お気軽にご参加ください。
�内容 �男子・女子団体戦ダブルス（3試合）
日時 �5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組4,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
�申込 �4月2日（日）までに長山さんへメー

ル（{ i-nagayama@tim.hi-ho.
ne.jp）

カヌー協会会員募集
カヌー協会  
三好池カヌーセンター内  
☎32-8558  N32-8699

　令和5(2023)年度の会員を募集し
ます。三好池・保田ケ池で一緒にカヌ
ーを楽しみませんか。申し込みをお待
ちしています。
対象 �小学3年生以上(救命胴衣が正しく
着用できる人)で市内在住・在勤・
在学、または愛知県カヌー協会会
員登録者

費用 �下表のとおり
年会費 クラブ活動費

一般 �3,000円 ー

高校生 �2,000円 ポロ・スプリント
4～10月8,750円��
11～3月6,250円中学生 �1,000円

小学生 �500円
ポロ
4～10月8,750円��
11～3月6,250円

※保険料として一般・高校生は1,850
円、中学生・小学生は800円が別途必
要です。
申込 ���3月1日（水）以降（月曜日は除く）の

9：00～16：30に登録申請書（ホー
ムページからダウンロード可）な
どに必要事項を記入し、年会費
を持参してカヌー協会へ直接

伝言板
「三好助け合いチケットじゃん
じゃん」令和4(2022)年度第5
回交流会参加者募集
　市民の皆さんに「三好助け合いチケ
ットじゃんじゃん」の活動を紹介する
体験交流会を行います。
 内容  フラワーアレンジメント体験と令

和5(2023)年度新会員登録説明会
日時 �3月5日（日）10：00～11：30(受
け付けは9：30～)

場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室
費用  500円（フラワーアレンジメント
体験材料費）

対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに増

ますおか
岡万

ま り こ
里子さんへ電話

（☎090-4400-3138）、または会
場へ直接

O
オー

リングの奇跡を体験しよう
　現在の科学では説明できないことが
たくさんあります。特に人間の体はと
ても複雑です。あなたの体の全てを波
動が教えてくれます。そんな体験をし
ませんか。体と心を一体にして考える

ホリスティック医学の先駆者である樋
ひ

田
だ
和
かずひこ
彦先生が心のこと、体のことを全

てOリングで見せてくれます。現代の
科学では説明できないけれど、全て実
体験することが出来ます。
日時 �3月8日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �ヒダ耳鼻咽喉科院長の樋田和彦さ
ん

定員 �先着で50人　費用  500円
対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに氏名、連絡先を記入し
てみよし市こころと地域研究会の

　　端
はしたに
谷毅

たけし
さんへファクス（N33-53

　　81）、またはメール（{hashitani.
　　clinic@gmail.com）

英語でアクティブラーニ
ング　思いっきりアート
　英語初心者でも楽しめる、
All�Englishのアートイベントです。ネ
イティブやバイリンガル講師と一緒に
チームで作品を完成させます。
日時 �3月12日（日）14：00～16：00
場所 �サンライブ3階美術室
対象 �小学生　
定員先着で15人　費用 �2,000円
申込 ��申し込みフォームより
問合 ��B

ブレイバーズ
ravers!の棚

たなはし
橋理

り さ
紗さんへメール

（{dance_bravers@yahoo.co.jp）

社交ダンス新規会員募集
　パーティーダンスから中級ステップ
まで気軽に楽しみながら運動不足解消
をしませんか。3月30日(木)・31日(金
)13：15～14：15におかよし交流セン
ターで無料体験会を行います。
日時 �毎週木曜日、金曜日の13：15～14：
45

場所 �木曜日：おかよし交流センター2階
講座室1・2、金曜日：サンライブ2
階研修室兼軽運動室1・2

費用  月会費4,000円
対象 �どなたでも可
問合 ��久

く の
野美

み わ
和さんへ電話（☎090-633

　　4-6469)

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

申し込み
フォーム

ホームページ


