
今月号の表紙
　6月7日、中部小学校のプー
ルでカヌーの出前教室が行わ
れました。ドキドキしながら
カヌーを楽しむ児童の笑顔を
パチリ。
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　東京2020オリンピックが1年後に迫っています。オリンピッ
クの競技の一つであるカヌー。2016リオデジャネイロオリンピ
ックで羽

は ね だ
根田卓

たく や
也選手がカヌースラロームで銅メダルを獲得し、

注目される競技となりました。「カヌーのまち　みよし」。皆さん
はこの言葉を目にしたり耳にしたりしたことがありますか。みよ
しはカヌーがとても盛んなまちです。今回の特集では、みよしの
カヌーについて紹介します。

　1994年に開催された「わかしゃち国体（第49回国
民体育大会）」では、三好池がカヌーレーシング（現在
はスプリント）競技の会場となりました。また、三
好カップ国際レディースカヌー大会も1994年から
2002年まで開催。これをきっかけにみよしは「カヌ
ーのまち」として、競技の普及振興などに取り組んで
います。市内では三好高等学校をはじめ、三好中学校、
北中学校、南中学校にカヌー部があります。

三好池が国体の舞台に アジア初の世界大会

▲豊田市出身の羽根田選手は小学生のとき、
三好池で練習していた経験があるそうです。
平成28年8月31日、銅メダル獲得の報告に
みよし市役所を訪問。小

お
野
の
田
だ
賢
けん じ
治市長が花束

を手渡し祝福しました。

　国体後、カヌーへの取り組みを一過性のものとしな
いよう、子どもや初心者でも簡単に乗ることができる
カヌーポロの普及にも力を注ぎました。
　保田ケ池は、カヌーポロの常設コートを備えてお
り、日本有数の競技場として毎年多くの大会が開催さ
れています。2004年には、アジア初となるカヌーポ
ロの世界大会「第6回世界カヌーポロ選手権大会」の舞
台となりました。

 カヌーのまち
みよし    

特集
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■スプリント

■カヌーポロ

■Eボート

■スラローム

三好池カヌー競技場

保田ケ池カヌーポロ競技場

　流れのない直線コースで速さを競
う競技。スタートの素早い飛び出し
と、水しぶきを勢いよく上げながら、
全速力でこぎ抜く力強さと迫力が魅
力。シングル（1人乗り）の他に、ペ
ア（2人乗り）、フォア（4人乗り）があ
り、息の合った動きは見るものを魅
了する。カヤック部門（K）とカナデ
ィアン部門（C）に分かれる。

　カヌーに乗って、ハンドボールを行うようなスポーツで、
水上の格闘技ともいわれる激しい競技。ドリブルやパスでボ
ールをつなぎ、相手チームのゴールにボールを入れて得点を
競う。ゴールはコートの両端に水面から2mの高さに設置さ

　簡単に乗って楽しむことができる10人乗りの手こぎゴム
ボート。三好池で交流会が開催されている。

　流れのある川などに設置された約20個のゲートに触れな
いように通過しながら、上流から下るスリリングなタイムレ
ース。6から7個のゲートは下流から上流に向かって通過する
ため、流れに逆らってこぐパワーが必要。

▪�カヤック…両端に水かきの付いた
パドルを左右交互にこいで進む。
▪�カナディアン…片方に水かきの付
いたパドルを片側のみでこぐ。

全長500mの常設コース（9レーン）に自動
発艇装置を備え付けている。25mおきに
黄色または白色、100mおきに赤色のブイ
（浮き）を設置。

36m×24mのコート（4面）を設置。常設の
コートは国内では珍しく、県外からも多数
の選手が訪れる。

こ ん な 競 技 が あ り ま す

れている。ボール
を持っている選手
へのタックルが認
められているため、
激しいぶつかり合
いでカヌーがひっ
くり返ることも。
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♡カ ヌ ー ポ ロ 大 好 き 保田ケ池カップカヌーポロ大会に出場した選手の皆さんに　　　カヌーポロの魅力を聞きました。

4人乗り（フォア） 艇の長さはなんと

※1人乗り（シングル）の長さは5.2m。

左上から時計回りに、井戸さん、▶
安井さん、坂口さん、本田さん

11m！

　三好高等学校のカヌー部に所属する坂
さかぐち
口誓

ちか
さん、本

ほんだ
田愛

まなみ
実さん、井

い ど
戸咲

さくら
良さん、安

やすい
井更

さらさ
紗さんは、5月19日

に行われた愛知県高等学校総合体育大会の女子カヤックフォアで優勝しました。坂口さんはカヤックシングル
でも優勝。4人は、8月3日から6日まで鹿児島県伊

い さ
佐市で開催されるインターハイへの切符を勝ち取りました。

高校の頂点を目指して

　三好高等学校のスポーツ科学科に
通う3年生でカヌー部部長の坂口さ
んと、2年生の本田さん、井戸さん、
安井さんの4人は、週に6日練習に
励んでいます。インターハイには初
出場で「ベストタイムを出して金メ
ダルを目指したい」と意気込みます。
　フォアは何よりも4人の動きがそ
ろうのが大事な種目。そろったとき
の一体感はこいでいるととても気持
ちが良く、スピードも格段に上がる

といいます。「とにかく動きを合わ
せるのが一番」と口をそろえる4人。
ダイナミックなフォアですが、実は
ミリ単位でそろえなければならない
という繊細な部分があります。「後
ろの3人が合わせやすいように、こ
いでいきたい」と先頭の坂口さん。
2年生の3人は「前の先輩をしっかり
と見て、先輩に憑依しているつもり
でこぎます」と力強く話します。

　学年関係なく仲良しな4人。気
持ちを一つに、鹿児島県でも観客
を魅了する完璧なレースを見せて
くれるでしょ
う。
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▲左から、土橋さん（21歳）、鈴木さん（24歳）、堀江さん（23歳）

保田ケ池カップカヌーポロ大会に出場した選手の皆さんに　　　カヌーポロの魅力を聞きました。
あなたもカヌーにチャレンジ！

�日時 �8月31日（土）、9月1日（日）・28日（土）・29
日（日）、10月5日（土）・6日（日）・12日（土）
13：00～14：30

場所保田ケ池カヌーポロ競技場　�対象小学生以上
費用市内在住・在学・在勤500円、他1,000円
申込カヌー協会へ電話（☎32-8558）

　水上でドキドキカヌー体験ができます。家族や
友人と一緒に、楽しい休日を過ごしませんか。

　6月1日・2日の保田ケ池カップカヌーポロ大会
に参加した19チーム中、1チームは日本代表女子。
そのうちの鈴

すずき
木碧

あお い
衣さん、堀

ほりえ
江理

り さ
沙さん、土

つちはし
橋紀

き

穂
ほ
さんは小学生のときにみよしでカヌーポロと出
会いました。

みよしから世界へ

掛けるようにしている」と試合を振り返
ります。対して、体格を生かしたプレー
が得意という土橋さん。「オフェンスで
チームの起点になれるように攻めていき
たい」と意気込みます。
　2020年9月にイタリアで行われる世
界選手権で上位リーグを目指す日本代表
女子。3人は休日には保田ケ池で練習し
ているそうです。世界で活躍する選手の
応援に、保田ケ池へ足を運んでみては。

　小学生からカヌーポロを始めた3人は
「楽しい、おもしろい」と夢中で練習に打
ち込んだそうです。「世界を相手にするた
めに、日本男子選手にも自分がやりたい
プレーをできるようにしたい」と堀江さ
ん。今回の大会でも男子相手に果敢にタ
ックルをして、ボールを奪います。この
競技では不利という157cmの小柄な鈴
木さんは「カヌーポロは頭を使うスポー
ツ。先を読んで、チームのみんなに声を
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  第27回三好いいじゃんまつり  観光協会　産業課内  ☎34-6000  N34-4189

　今年も、みよし市が一年で一番盛り上がり、にぎやかになる日
がやってきます。8月17日（土）は待ちに待った「三好いいじゃん
まつり」の日。およそ2,100人、36の個性的なグループが、色と
りどりの衣装を身にまとって踊ります。令和最初の夏の思い出作
りに、ぜひお越しください。
日時 �8月17日(土)17：00～21：00
※少雨決行、荒天時中止となります。中止の場合のみ、
まつり当日の15：00以降にホームページでお知らせします。
場所 �三好稲荷閣周辺道路　
※当日は交通規制があります。詳しくは、市のホームページをご
覧ください。また、8月14日（水）から、お祭りの機材設置のた
め市役所正面駐車場の一部が利用できなくなります。皆さんのご
理解とご協力をお願いします。

　三好いいじゃんまつりと併せて、ナイトマーケットを開催します。体験ブー
スからキッチンカー、また今年は新たな試みとして、エンターテイメントやみ

ナイトマーケット

　三好いいじゃんまつり開催のため、
下記日時はサンライブ全館を臨時閉館
します。トイレは利用可能です。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
日時 8月17日（土）16：00～21：00

生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

サンライブ臨時閉館

よしのスイーツなど、さまざまなお店が出店し
ます。いすやベンチも設置しますので、お祭り
の休憩所としてもご利用ください。
日時 �8月17日(土)17：00～21：00　
場所サンライブ西側向かいの駐車場
※開催はみよしいいじゃんまつりに準じます。

踊りグループ一覧（スタート順）
笑
じょうれん
連/生き活き寿

ことぶきれん
連/北小キッズ�★大

たいじゅ
樹★�令和元年/健康でいいじゃんー市民病院ー/ほ・ほ・ほ/ザ・ファイト平池/南中魂

～B
ベス ト
est�M

メ ン バ ー
ember!～/M

ミ ヨ チ ュ ウ
iyotyu47/ウエスト・ワン・カラーズ/踊

とう か
華�三好/とよしん踊り連/明知上�ヮ・ヮ・ワ!/ダンススタジ

オソッテ/☆C
チ ア フ ル
HEERFUL�K

キ ッ ズ
ids☆/福谷�舞

まいらっく
楽/U

ユ リ シ ス
LYSIS/ブルーリーブズ/ミラクルチェリーズ/やろまい三好下/おひさまク

ラブ/MYC�みよちゅ～73th�～Generation�令和～/いいじゃん�愛知県/旭ファイターズ/グリーンダンサーズ/F・F・P(福
田フレンズパワー）/イオン三好店☆アイモール�いいじゃん踊り隊/三好上＆キッズ/新屋おどらんきゃー/ざ・うちこし
S
サ マ ー
ummer�M

メ イ ツ
ate's/イージャビスタ＆クリアンサス東山/天王小ビクトリーズ/てんてこ舞い黒笹/グレープキング明知下/

あざみワンダース/T
チ ー ム
eam寿

じゅじゅじゅ
寿寿/こめった食

ク ラ ブ
LOVE/少人数エリア

ホームページ
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ふれあい
交流館

32 32

●三好稲荷閣

三好中学校
●

至豊田

至名古屋至名古屋

至国道１５３号

三好高校三好高校

グリーン
ステーション
グリーン
ステーション

サンアート

トヨタ自動車明知工場

みよし
市民病院
みよし
市民病院

サンアート
第１

サンアート
第１

サンアート
第4

第2
サンアート
第2

保田ケ池保田ケ池

保田ケ池センター

県道和合豊田線

市民活動センター福祉センター

スーパー 時計店

ユニット
ハラダヤ楽器

晴海堂

三好八幡社

三好郵便局

三好上
児童館

国
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１
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３
号

国
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３
号

◯〒　

歩道
橋

三好稲荷閣三好稲荷閣
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り
会
場
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ん
ま
つ
り

BUS

BUS

「三好」臨時バス停
豊田市行（衣ヶ原・新屋経由）

アイモール前行

「三好上」
臨時バス停

豊田市行（衣ヶ原・新屋経由）
アイモール前行

「三好」臨時バス停
（赤池・知立行）

保健センター

左折
禁止

BUS

知
立
行

「三好上」
臨時バス停
（赤池・知立行）

お
ど
り
会
場

受付・
集合場所

●みよし市役所
オープニング
ステージ

●中部小学校

至
刈
谷

至
赤
池

接骨院

三好蜂ヶ池

DJブース②

三好大坪

みよし市役所西

コンビニ

BUS

34三好
交番

DJブース①

農協

メインステージ

33

34

35

36

36

37

37

62

38 38

62

至豊田至豊田

至豊田

BUS

BUS

「三好サンアート前」

体育館

体育館

「三好サンアート前」

身体障がい者
観覧席

●

令和元年
いいじゃんまつりは雨天による順延はありません

　車両通行止交通規制区域凡例
車両通行止
18：00～21：00 駐車場

一般車両迂回路

BUS 名鉄バス
臨時バス停 名鉄バス迂回経路

さんさんバス迂回経路
さんさんバス

車上ねらいが激増！
○車内のバック等が狙われる
○車内に荷物を置かないで 緊急避難場所

第27回三好いいじゃんまつり

交通規制・臨時バス停・駐車場案内

W/C 

W/C 

W/C 

W/C 
W/C 

W/C 

W/C 
W/C 

W/C W/C 

W/C 

W/C 

W/C 

サンライブ

迷子・救護②
総合案内所
（まつり本部）
交通・警備本部

迷子・救護①

ナイトマーケット

　8月17日（土）18：00～21：00、周辺道路の交通規制のため、バスが迂回して運行します。

　まつりの交通規制に伴い、さんさんバスは迂回のため、くろまつくんは18：00～21：00、
さつきちゃんは17：00～21：00、バス停㉝市役所西、㊱中部小学校、㊲保田ケ池公園はご利

W/C 

W/C 

W/C 

三好下畷

三好森下

三好森下 三好前田

三好荒池

三好弥栄 三好東山

三好弁財天

中島住宅前

8月17日（土）

三好蜂ヶ池

三好中島西
三好中島東

三好木之本西� 三好木之本東�

サンアート北

W/C 

W/C 

W/C 
W/C 

W/C 

W/C 

W/C 

W/C 

みよし市役所

常設トイレ
身体障がい者用トイレ

仮設トイレ

いいじゃんまつり受付集合場所

三好上

天王台

東山台

中部小学校

三
好
中
学
校

臨
時
駐
車
場

大提灯まつり
会場

用できません。
※くろまつくん㊲バス停
は、�東陣取山バス停を
臨時バス停とします（時間
の変更はありません）。ま
た、㉟保健センターと㉞
みよし市役所のバス停は、
到着順番が変更となりま
すのでご注意ください。
※　　　は最終便です。

＜「三好いいじゃんまつり」開催に伴う名鉄バス臨時バス停設置のご案内＞

＜さんさんバス迂回のお知らせ＞

名鉄バス豊田営業所　☎0565-32-1371

企画政策課　☎32-8005

18：06
18：08

18：10
18：11

18：15

19：22
19：24

19：26
19：27

19：31

20：11
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サンアート西

※ 東 陣 取 山
（ 保 田 ヶ 池 公 園 ）

明知下公民館行黒笹駅行
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この時間帯は利用できません

この時間帯は利用できません
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※ 東 陣 取 山
（ 保 田 ヶ 池 公 園 ）
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いいじゃんまつり踊り
開場全体図
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くろまつくん（交流路線）

さつきちゃん（生活路線）

くろまつくん「東陣取山」
臨時バス停

※さつきちゃんも停まります

くろまつくん「東陣取山」
臨時バス停

※さつきちゃんも停まります

大提灯まつり
会場

みよし市役所西

※駐車場は22：00に閉鎖しますのでご注意ください。
※記載内容が変更となる場合があります。
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17：00

18：00

19：00

20：00

発車
時刻

豊田市行
新　屋 衣ケ原

イオン三好店
アイ・モール前行

30

03
24

59

28

18

09

48
08

3954

23

13

53
33

08

43

18
23

57

57

53

59

59
48
53

55

57
59

03

03
20 38

34
45
49

58

そのため、開催中は臨時
バス停を設置します。臨
時バス停は上図のとおり
となります。また、発車
時刻は表のとおりです。
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  防犯・防災に関するお知らせ　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　豊田警察署管内では空き巣を含む住宅対象侵入盗が発生し
ています。短い時間での外出・在宅中・就寝中を問わず、確実
に戸締まりをして、被害防止に努めましょう。なお期間中、
「防犯あいち」の回覧などを行う予定です。
期間 8月1日(木)～10日(土)　

　災害時要配慮者世帯の家庭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点までを限度に、家具転倒防止器具の取り付けを行います。
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30世帯　費用無料　
申込 �8月5日（月）～30日（金）に､ 申請書（防災安全課で配布）に必要事項を記入
し、防災安全課へファクス、または直接

防災行政無線などを用いた緊急情報伝達訓練
　市では、地震、津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（J

ジェイ

アラート）から送ら
れてくる国からの緊急放送を、さまざまな手段を用いて確実に皆さんにお伝えするため、情報伝
達訓練を行います。
※当日の気象状況などにより、伝達訓練を中止する場合があります
内容 �①武力攻撃を想定したJアラートの全国一斉伝達訓練、②南海トラフを震源とする地震の発
生を想定した緊急地震速報を放送（防災ラジオでの配信は①のみ実施）

無線で放送された内容は、
電話で確認することができます

防災行政無線放送音声サービス　
☎0561-32-0010

※放送された内容は、放送から24時間保存され
ています。通話料は利用者負担となります。

納税課　☎32-8051  N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な口座振替
をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関へ直接お
申し込みください。市外の本支店などで申
し込む場合は納税課までご連絡ください。

区分 納付期限
市県民税（普） 2期�9月2日

国民健康保険税（普）2期�9月2日3期�9月30日
後期高齢者医療保
険料（普）

2期�9月2日
3期�9月30日

介護保険料（普） 2期�9月2日
3期�9月30日

し尿汲取り手数料 下期�9月17日

市税などの納期
人口�����61,191人（＋69人）
男性�����31,467人（＋42人）
女性�����29,724人（＋27人）
世帯数��24,255世帯（＋50世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和元年7月1日現在）

けします。
　防災や交通安全、防犯に関する情報を、メールでお届
みよし安心ネットへのご登録をお願いします

①8月28日（水）
　11：00ごろ
②8月31日（土）
　7：00ごろ

夏の安全なまちづくり県民運動

家具等転倒防止器具取り付け事業

□住宅対象侵入盗の防止　
□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

運動重点□�

　風水害対策の一環と
して、風向風速計を新
たに、北部小学校およ
び南部小学校の2カ所に増設しま
した。測定値は市のホームページ
で見ることができます。台風の接
近が予想される場合は、正確な情
報を入手し、早めに備えることが
大切です。自らや家族の身を守る
ため、防災情報の入手手段の一つ
としてご活用ください。

風向風速計の増設

みよし市安全安心キャラクターみよ獅子ちゃん▲

ホームページ

ホームページ

登録 �スマートフォンや携帯電話で右上の二次元コードを読み込
み、サイトへアクセスし空メールを送信、または{anshin-
miyoshi@sg-m.jpへ空メールを送信。返送されるメールの指
示に従って登録
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日時 9月8(日)9：00～11：30（雨天決行）　場所さんさんの郷ふれあい広場

  ふれあいフェスタ　緑と花のセンター　☎34-6111　N34-6161

  サンライブ・図書館まつり　生涯学習推進課　サンライブ内　☎34-3111　N34-3114

　サンライブ開館3周年を記念して体験教室、読書講演会などを実施します。

イベント名 時間 場所 内容 対象・定員

① バックヤードツアー 11：00～12：00
13：30～14：30 中央図書館 閉架書庫や本の仕分けを見学 先着で各15人

② 自分の印を作ろう！ 10：00～12：00
13：00～15：00
（随時受付）

会議室1 石に名前を彫って自分の印を作る 先着で20人
（小学5年生以上）

③ 絵手紙を体験しよう！ 会議室2 はがきに日常や四季を自由に描く 先着で20人

④ 箱にデコパージュ（手芸） 10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

会議室3 空き箱にきれいな絵柄の紙やレースなどを貼り、
お気に入りの箱を作る 先着で各8人

⑤ 抹茶をたててみよう！ 和室講座室 お茶の作法を学び、自分で抹茶をたてて飲む 先着で各15人

⑥ 販売コーナー
10：00～15：00

ギャラリー わらび福祉園で手作りしているクッキーや小物を
販売（なくなり次第終了） ー

⑦ スタンプラリー サンライブ全館 スタンプを集めて賞品をもらう 中学生以下

⑧ 本の福袋
10：00～16：00

中央図書館 図書館スタッフが選んだ本を書名が見えないよう
にして貸し出しをする ー

⑨ リサイクル本の頒布 2階ロビー 中央図書館に保管しているリサイクル本を頒布 ー

⑩ チームミックスによる催し 10：30～13：30～
講座室兼音楽
室1・2 ジャグリングのパフォーマンス、お楽しみ体験会 ー

⑪ おはなし会 11：00～11：30
14：00～14：30

おはなしのへ
や 子どもたちへ、絵本や紙芝居の読み聞かせ 小学生未満

⑫ 読書講演会 14：30～15：30
（開場14：00）

研修室兼軽運
動室1・2・3

絵本作家さいとうしのぶさんの絵本ライブ『う
たって楽しむわたしの絵本』 先着で100人

イベント名 時間 内容

ふれあい体験コーナー 9：00～11：30 ふれあい動物園、ミニＳＬ、体験教室など
第5回ぶらり・みよし
軽トラ☆マルシェ 9：15～11：30 地元生産者を中心に野菜や果物・加工品などの対面販売

ふれあいバザール 9：15～11：30 地場農産物・花
か き
卉などの販売、フリ

ーマーケット

抽選会 9：15～
ふれあいバザールでお買い物200
円ごとに、抽選券1枚を進呈（商品
（鉢花）がなくなり次第終了）

地場産物品の無料配布 ①9：15～
②10：15～

地元産のさつまいもを使用した「鬼
まんじゅう」を先着で800人に2回
に分けて配布

【フリーマーケット出店者募集】
対象市内在住の人　費用無料
申込 �8月18日（日）までに緑と花のセンターへ
直接��

※出店の可否は、申請内容確認後、決定します。

日時 8月24日(土)10：00～16：00　
場所サンライブ　 費用無料
申込 �①は8月6日（火）以降に中央図書館へ電話（☎34-3311）、または直接。
②～⑪は申込不要、会場へ直接。⑫は広報みよし7月15日号を参照

  みよし市公式フェイスブック開設　広報情報課　☎32-8357　N76-5021

　みよし市公式フェイスブックを開設しました。みよしの最新情報を発信します。ぜひご覧ください。
URL http://www.facebook.com/miyoshi.city.aichi/

みよし市公式 Facebook



広報担当が取材したイベントや出来事を紹介し
ます。また、みよし市ホームページに掲載の
「Topics（まちの話題）」では、ここに掲載した以
外の写真もご覧いただけます。

まちの話題
ダイジェスト

ホームページ
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第24回市民カヌー大会・第30回中
学校対抗カヌースプリント大会
6月30日（日）三好池カヌー競技場

ふれあい防火教室
7月3日（水）東山幼稚園

　保育園や幼稚園の園児たちに防火に対する
意識を持ってもらおうと、ふれあい防火教室
が開催されました。女性消防団によるオリジ
ナルの紙芝居「ひなんのときのおやくそく」の
上演後、防火の誓いをみんなで元気いっぱい
に唱えました。また、消防車を見学したり消
防服を着て放水体験をしたりするなど、消防
署員との交流に目を輝かせていました。

　２歳から４歳までの幼児とその保護者を対
象にした体操教室が開催され、17組の親子
が参加しました。今回は親子で一緒に段ボー
ルを使った遊びに挑戦。子どもたちは段ボー
ル箱の中に入ってお母さんに揺らしてもらっ
たり、いくつかの段ボールをつなげたトンネ
ルをくぐったりと、夢中になって楽しんでい
ました。

幼児の親子体操教室
6月19日（水）総合体育館

　市民カヌー大会には67人、中学校対抗カ
ヌースプリント大会には83人と、幅広い世
代の選手が参加しました。2人乗りのペアや
4人乗りのフォアでは、選手たちの息の合っ
たパドルが観客を魅了。また、小学生のスラ
ロームでは、体重移動や巧みなパドルさばき
で、指定された目標物を回ってゴールを目指
していました。



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政番組『みよしTODAY』動
画配信」では、ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」で
放映したイベントや行事の様子を紹介しています。
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小・中学生思い出コンサート
7月4日（木）サンアート

　名古屋グランパスがホームタウン3市（みよ
し市・名古屋市・豊田市）連携応援ユニフォー
ムを制作し、名古屋グランパスの小

こにし
西工

こう き
己代

表取締役社長と球団マスコットであるグラン
パスくんファミリーのグララが小

お の だ
野田賢

けんじ
治市

長を訪問し、ユニフォームを手渡しました。
ユニフォームは市役所職員が試合の前日や当
日に着用し、応援ムードを高めます。

　小学校6年生と中学校3年生の児童・生徒
に、学校生活の思い出にオーケストラの演
奏を聴いてもらおうと、小・中学生思い出コ
ンサートが開催されました。市内8小学校か
ら707人、4中学校から694人が招待され、
小
こ も り
森康

やすひろ
弘さんの指揮による、愛知県立芸術

大学管弦楽団の演奏や楽器紹介などを楽し
みました。

子ども会球技大会
6月22日（土）総合体育館

　市内18の子ども会から男子23チーム、女
子12チームが参加して、子ども会球技大会
が開催されました。選手たちは相手を目掛け
て鋭いボールを投げたり、内野と外野でパス
をつないだりと、緩急をつけた試合を展開し
ました。ボールが命中すると、選手は雄たけ
びを上げてガッツポーズ。ベンチや観客席か
らは大きな歓声が沸き起こりました。

グランパスくんファミリー
市役所訪問
7月4日（木）みよし市役所



広
報
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ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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問題 �今回は特集で取り上げたカヌーに
関するクイズです。次の穴埋めに
当てはまる数字をお答えください。

【応募方法】①答え、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥
電話番号、⑦今月のアンケートを必ず記入し、はがき（〒470-
0295�みよし市役所広報情報課宛）、ファクス（N76-5021）、
メール（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）のいずれかで広報情報
課へお送りください。正解者の中から抽選で10人に図書カード
500円分を贈呈します。

【締め切り】8月7日（水）必着
【7月1日号の正解】①霜、②露、③雨、④明（応募36通、正解36通）
※当選者の発表は図書カードの発送をもって代えさせていただき
ます。

【今月のアンケート】
月1回になった広報紙への感想を記入してください。

Ａ三好池カヌー競技場の　
　コースは全長　　 ｍ
Ｂ カヌーポロのゴールは
　水面から　　 ｍに設置
Ｃ 一人乗り（シングル）の
　艇の長さは　　 ｍ

戸
とまつ
松�蒼

あお い
偉くん

これからも自分のペース
で、笑顔で元気いっぱいに
大きくなってね。〔三好町〕

１歳

三
みうら
浦�圭

か の
乃ちゃん

元気に育ってくれてありが
とう。あなたの笑顔が私た
ちの幸せです。〔明知町〕

２歳

和
わ だ
田�真

まり ん
凛ちゃん

いっぱい食べてすくすく大
きくなってね。〔ひばりケ丘〕

１歳

加
かとう
藤�葵

あおい
ちゃん

いつも笑顔で思いやりのあ
る子になってね。〔黒笹〕

２歳

中
なかごし
越�湊

みな と
士くん

いつも笑顔満開なみなと
ん。これからもたくさん
笑って楽しんでね。〔南台〕

１歳

長
ながお
尾�咲

しょうご
吾くん

いつも笑顔が絶えないしょ
うくん。お父さんお母さん
も笑顔になるよ。〔黒笹〕

２歳

天
あもう
羽�風

ふう り
俐くん

目が合うといつでも笑顔の
ふうくん。賢く、人の心を動
かす子に育ってね。〔三好町〕

１歳

松
まつしま
島�芙

ふ み
実ちゃん

これからも元気いっぱい、
笑顔の素敵なふみちゃんで
いてね。〔莇生町〕

１歳

対象 10月生まれで申し込み時に3歳未満の子　
申込 �掲載を希望する人は、8月22日（木）までに、❶住所、❷氏名、
❸電話番号、❹お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺
お子さんへのメッセージ（30字程度）、❻ひまわりネットワーク

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

「みよしTODAY」での放送の希望を明らかにして、写真データ（JPEG形式で2MB
以内）を添付、メールの件名を「お誕生日コーナー申込」として、広報情報課
へメール（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します（今月号の応募は15人）。

メール

８月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

ひまわりネットワークで
放映中の市政番組「みよし
TODAY」の中でお誕生日
のお子さんを紹介します。
希望した人には、後日、ひ
まわりネットワークから申
込書を郵送します。
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我が家de食育 93
我が家de食育では、みよしの食に関するさまざまな情報
をお届けします。
問合 産業課  ☎32-8015  N34-4189

　適度な気候と肥よくな土地に恵まれたみよし市内では、みなよ
し地域（南部）を中心に果樹園が広がっています。果樹の中でも、
柿・ナシ・ブドウはみよしの特産品として広く親しまれています。
今回は、これらの果物に含む多くの効用を紹介します。

▪�ビタミンA・Cが豊富で、疲労回復やかぜ予防な
どに効果的
▪�柿1個で1日分のビタミンCを摂取
▪�筋肉に欠かせないカリウムが豊富
▪�柿に含まれるビタミンＣとタンニンには血液中の
アルコール分を排出する働きがあり、二日酔いに
はもってこい
　柿は、アンチエイジングにも二日酔いにも効果抜
群。食べなきゃもったいない果物です。

栄養満点、超優秀果物！柿
ナシ 夏バテ気味の

あなたの救世主
▪�夏バテなどの疲労回復に効果的な、アスパラギ
ン酸が豊富
▪��果実の9割近くが水分でカリウムを多く含んで
おり、発汗時に水分とミネラルを効果的に補給
▪�タンパク質を分解する消化酵素を含むので、調
理に使うことでお肉を柔らかくしたり、デザー
トに食べることで消化を助けたりする効果があ
る

　暑さで夏バテ気味の人、エアコンにあたり過ぎ
て夏風邪をひいた人、ナシを食べてこの夏を乗り
切りましょう。ブドウ 成績も仕事効率も

アップするかも !?
▪�体内に吸収されやすい果糖などの糖質を多く含ん
でいる。これらが脳の働きを活発にすることで、
集中力がアップ
▪�体内でそのままエネルギーになるので、疲労回復
にも効果的
▪�ポリフェノールを多く含み、動脈硬化の予防に効
果があるとされている

　夏休みの宿題に、仕事に、頭を使って疲れたとき
は、ブドウを食べて、一息入れてはいかがですか。

産直マップで直売所巡り
　広報7月1日号に折り込みした「み
よし市産直マップ」には柿・ナシ・ブドウを購入できる直売所を掲載してい
ます。販売する品種も明記していますので、自分好みの柿・ナシ・ブドウを
探してみてはいかかでしょうか。これからの季節は産直マップ片手に、直
売所を巡りながら、みよしの特産品をたくさん味わってみてください。

みよしの特産品

柿  ナ シ  ブ ド ウ

収穫時季：10月中旬～11月下旬

収穫時季：8月上旬～9月中旬

収穫時季：7月中旬～8月中旬
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図書館だより

市制10周年
カウントダウン

　みよし市は令和2年1月4日に市制施行10周年を迎えます。
このコーナーでは、市になってからの10年の歩みを振り返
ります。第5回目は、平成26年の主な出来事を紹介します。

　市のPRと特産品などの紹介や、
市民活動の場として名鉄三好ケ丘
駅前の活性化につなげようと平成
26年4月1日、カリヨンハウス内
にオープンしました。

　現在は、市内事業所やイ
ベントなど市をPRするコー
ナーの他、本市とパートナー
シップ協定を締結している名
古屋グランパスの展示コー

ナー、みよし市シルバー人材センターが育てた花苗や手作りの
木工製品を販売するコーナーなどがあります。

　石川家住宅は、明治
43年に建築された木
造住宅です。市内に現
存する明治時代の建造
物としては、昔ながら
の状態を良好に維持し
ており、平成23年8月19日に市指定有形文化財となり

ました。石川家住宅が所有者
から寄贈されてから行われた
耐震改修や修繕工事などが終
わり、平成26年11月3日から
一般公開が始まりました。

ビジターセンターオープン 市指定文化財「石川家住宅」開所

宮
み や の さ と こ

野聡子／作  講談社　請求番号 E ／ミヤ

中
なかがわ

川ひろたか／文  山
やまむらこうじ

村浩二／絵  
学研　請求番号 E ／ヤマ

　家族で、にちよういちにやってき
たさきちゃんとしゅんくんは、お母
さんからおつかいを頼まれました。
はじめてのおつかいのワクワクドキ
ドキ感がつたわってきます。

　おおかみ役と羊役にわかれて遊ぶ
伝承遊びが絵本になりました。「お
おかみさん、今何時？」と聞かれた
おおかみは怖い顔を隠して優しく答
えます。ところが、夜の「12時！」
と答えたおおかみは…。

「おかいものなんだっけ？」

「おおかみさんいまなんじ？」

 開館  9:00～19:00（日曜日は9:00～18:00）
休館 毎週月曜日（祝日を除く）、8月13日（火）、22日（木）
問合 中央図書館 サンライブ内 
      ☎34-3111 N34-3114 ホームページ

　漱石と鏡花の文学比較により、作品を読み
解きます。ぜひ、お越しください。
日時 �9月5日（木）10：00～11：30
場所  サンライブ3階会議室
講師 �豊田工業高等専門学校准教授の山

やまぐち
口比

ひ さ
砂

さん
定員 �先着で40人  費用 �無料  
申込 �8月7日（水）以降に電話、またはサンラ

イブ2階総合受付へ直接

内容 �子ども読書活動推進員によるピッピとニ
ルスが生まれた国、スウェーデンのお話
について

日時 �9月27日（金）10：00～11：30
場所  中央図書館 1階児童室「おはなしのへや」
対象 �どなたでも可  定員 �20人程度  費用 �無料
申込 �不要。当日会場へ直接

こどもの本の勉強室

近代文学を読む
「夏目漱石『草枕』と
泉鏡花『高野聖』の夢幻世界」

おすすめ図書
子ども読書推進委員による

平成26年
を振り返る

4月 福祉総合相談センター「ふくしの窓口」開設
ビジターセンターオープン

11月 みよし市指定文化財「石川家住宅」開所

国内
ニュース

2月 ソチ冬季五輪でフィギュアスケート男子の
羽
は に ゅ う

生結
ゆ づ る

弦選手が金メダルを獲得
4月 消費税、8%に引き上げ
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

7日（土）
板返し（ぱたぱた）を作ろう 9：30～11：30 パタパタと板がひっくり返るおもちゃを作る。先着で3人
折り紙を折ろう 13：30～14：30 折り紙で折ったものを何枚か組み箱を作る。先着で5人
伝承木綿講座 13：30～15：30 綿くり機で綿の種を取る。先着で5人

14日（土）
南
なんてん

天九
く ざ る

猿を作ろう 9：30～11：30 玄関などに飾る置物。先着で5人。裁縫道具・布を持参

絵をはじめよう「絵手紙」 13：00～15：00 季節のものを描く。先着で10人。ポケットティッシュ・新聞
紙を持参

21日（土）
スライドホイッスルを作ろう 10：00～11：30 動かすと音の変わる笛を作る。先着で5組（小学生以上）

タライ洗濯体験とシャボン玉 13：30～14：30 井戸場で洗濯板を使い布を洗う。シャボン玉で遊ぶ。
先着で5人。ハンカチ、手ぬぐいなど洗いたいものを持参

22日（日） 割り箸鉄砲を作ろう 9：30～11：00 先着で5人（小学生以上）。割り箸・輪ゴムを持参

布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 布を裂いて縄を作り草履を作る。先着で3人。
和はさみ・綿の布を持参

28日（土）
篠
しのぶえ

笛教室 10：00～11：00 日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で5人（小学3年生以
上）

つまみ細工を作ろう 13：30～15：30 先着で5人。布・裁縫道具を持参

作 品 名	 TWO RING　　作 者 名 堀
ほり

　義
よしゆき

幸
受 賞	 1989年度グランプリ
設置箇所	 三好ケ丘歩行者専用道路
製作意図	 二つのリングが重なり合った形態で、一方を「実」、一方を「虚」の

「十
プラス

」、「一
マイナス

」のずれによる形です。下半分をステンレス面に写し出すことによ
り、より以上の空間を意識させるとともに、虚の空間と実体との視覚の違い
をなくし、実体と虚の同一を表現できればと思っています。

問合 企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
	開館 水・木・土・日曜日 9：00～16：30
問合 石川家住宅　☎・N32-3711

　平成元年度から15年度まで開催されたアートタウン三好彫刻フェスタ。
市内には入選作品70点が設置され、日常の景色の中で出会うことができま
す。今月から新コーナーとして、街角アートを紹介していきます。

横にスライドさせることで、開
けたり閉めたりすることができ
ます。光の調節や空気の入れ換
えなどに使われていました。

探してみよう！

無
む そ う ま ど

双窓

9月の講座 水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、または直接お申し込みください。

▪8日、22日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪15日、29日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00
※いずれも歌唱指導はありません。

お蔵の中で懐メロを歌おう

お蔵の中で唱歌を歌おう

以下は申し込み不要です。

ホームページ

彫刻マップ



※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。保健セ
ンター内では、ミルクとお茶以外の飲食は禁止です。他市町村、
または海外から転入された人で、ご不明なことがあれば健康推
進課（保健センター内）へお問い合わせください。

９月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969

▲

健診などの予約時間 8：30～17：15 ホームページ
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▲

妊　婦GRAVIDEZ

教室名など 日　時 対　象 持ち物 定員 申し込み

母子健康手帳交付
Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil

閉所日を除く火・水・木曜日
受付 9：00～11：00
※都合の悪い人はご連絡くだ
さい。

妊婦
妊娠届出書
※手続きには「個人番号（マ
イナンバー）」と「本人が確
認できる書類」が必要です。

－ －

パ
パ
マ
マ
教
室

体 験 コ ー ス
Aula para futuros mamãe e papai 
Exercicios para gestante e como 

dar banho no bebê

9月13日（金）
受付 9：15～9：30

妊娠16週以降
の妊婦および
その夫（妊婦・
夫のみでも可）

母子健康手帳、子育てサポ
ートガイド、筆記用具
※マタニティコースは運動
のできる服装でお越しくだ
さい。

40人 9月6日（金）まで

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso para gestante
10月11日（金）
受付 9：15～9：30 40人 10月4日（金）まで

子 育 て コ ー ス
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso de:como cuidar do bebê
11月8日（金）
受付 9：15～9：30 40人 11月1日（金）まで

CRIANÇAS

▲

乳幼児

教室名 日　時 対　象 内　容 定員 申し込み
すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
9月11日（水）
受付 9：30～9：50 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話と試食 30人 9月4日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
9月12日（木）
受付 12：30～13：30 就学前までの子

歯ブラシ・コップ・タオル・母子健康手
帳・フッ化物塗布費300円（希望する場
合のみ）を持参

40人 9月5日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
9月9日（月）
受付 9：30～9：50

平成30年8月生まれ
の子

身体計測、発育・発達およびむし歯予防
の話、ブラッシング指導 20人 9月2日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
9月3日（火）
受付 9：30～9：50

平成29年7月・8月生
まれの子

身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
シング指導 20人 8月27日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
9月25日（水）
受付 9：50～10：00

多胎妊婦、多胎児（未
就園児）とその保護者

身体計測、多胎児を育てている母親や
妊婦さん同士の交流、相談、情報交換
の場所

－ 不要

CONSULTA

▲

相　談
相談名 日　時 備　考

月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

9月2日・9日・30日の月曜日
受付 9：00～11：00

30日は助産師が相談に応じます（予約制）
（Temos um（a）  interprete de português）

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
9月10日（火）  
受付 9：30～11：00

場所はカリヨンハウス。保健師・歯科衛生士・管理栄養
士・助産師が相談に応じます

母 乳 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a 

criança O leite de mamãe
9月30日（月）
受付 9：00～11：00

助産師が相談に応じます（予約制）。
予約の際に相談内容についてお聞かせください

発 達 育 児 相 談
Consulta sobre o desenvolvimento

da criança
9月2日（月） 
受付 9：00～11：00

精神発達で心配のある就学前のお子さんの相談に心理
相談員が応じます（予約制）

健康に関して相談のある人は気軽にご相談ください。
母子健康手帳・みよし市発行の健康手帳をお持ちください。

健診名 日　時 備　考
3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

9月10日（火）
受付 12：45～14：00
※番号札を11：30から
配布します。受け付け
開始後、番号を呼ばれ
たときにいない場合は
順番が後になることが
あります。

● 事前に健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届
かなかった人はご連絡ください。

● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知ら
せください。ただし、指定日前への変更はできません。

● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧くだ
さい。

9月24日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

9月11日（水）
9月25日（水）

3 歳 児 健 診
Exame M�dico para
crianças de 3 anos

9月4日（水）
9月18日（水）
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＜日本脳炎予防接種の特例について＞
 ▶ 日本脳炎1期特例対象者＝①平成19年4月1日までに生まれた、20歳未満の人、②平成19年4月2日から平成21年10月

1日までに生まれた、9歳以上13歳未満の人
▶日本脳炎2期特例対象者＝平成19年4月1日までに生まれた、13歳以上20歳未満の人
※接種券は健康推進課（保健センター内）で発行します。母子健康手帳をご持参ください。

集団方式（保健センター）
※予約は健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行い、定員になり次第締め切ります。無料クーポン券をお持ちの人は、
予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。

みよし市で受ける各種成人の健診（検診）には「みよし市健康診査受診券」が必要です。平成31年度
「みよし市健康診査受診券」は3月中旬に発送しました。受診を希望する人で、受診券がお手元に
ない人は、健康推進課（保健センター内）にお問い合わせください。年齢は、本年度末（令和2年3
月31日現在）の年齢です。また、がん検診には個人負担金免除制度があります。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

◆ 妊娠中の人、または産後生理が始まっていない人は、医療機関にご相談
ください。

◆生理中の人は受けることができません。
◆初めて子宮頸がん検診を受ける人は、医療機関での検診をお勧めします。

◆ 妊娠中や授乳中の人（断乳して1年未満の場合を含
む）、豊胸術を行った人、ペースメーカー植込術を
受けた人は乳がん検診を受けることができません。

子宮頸がん検診について 乳がん検診について

女性がん検診無料クーポン券について
　対象年齢の女性には、がん検診の無料クーポン券を5月下旬に個別に郵送しました。検診を受診する際には、必ず無料クーポ
ン券をお持ちください。

▲  

対象者＝平成31年4月20日現在、市に住民登録があり、以下の条件を満たす人

【子宮頸がん検診】
20歳（平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：平成31年4月1日 【乳がん検診】
40歳（昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：平成31年4月1日

※検診費用の全部を補助します。無料で受けられるのは、生涯で一度のみです。この機会を逃さず、検診を受けましょう。
※上記の年齢の人で、平成31年4月21日以降にみよし市に転入してきた人は、健康推進課（保健センター内）にお問い合わせくだ
さい。

■9月の休日救急外科
（昼間当直：受付 9：00～16：30）

■休日・夜間の救急医療施設
※電話で確認してからお越しください。

1日（日）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

8日（日）家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

15日（日）山元整形外科皮膚科
豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

16日（祝）山之手痛みと内科のクリニック
豊田市丸山町8-25 ☎0565-27-6581

22日（日）豊田若竹病院
豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

23日（祝）あさひが丘クリニック
豊田市小川町4-49-2　 ☎0565-37-3939

29日（日）三九朗病院
豊田市小坂町7-80 ☎0565-32-0282

●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300

●豊田地域医療センター
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-34-3000

①内科・外科（翌朝8：30まで）
　平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
　日・祝・年末年始17：00～
②歯科　日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科　土曜日のみ19：00～翌朝8：30

●休日救急内科診療所
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

内科・小児科　 日・祝・年末年始・8月15日の9：00～11：
30、13：00～16：30

●愛知県救急医療情報センター ☎0561-82-1133
（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）

時間は受付時間

検診名 日　時 対　象 費　用 託児  申し込み

39歳以下の健診
Exame para pessoas
abaixo de 39 anos

8月30日（金）9：10～11：00
市内在住で、学校や事業所など
で健診を受ける機会のない昭和
55年4月1日～平成16年4月1日
生まれの人

無料 有り 不要

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero
8月23日（金）
午前・午後
9月12日（木）
午前のみ

9：15～11：00
13：15～15：00

20歳以上で本年度偶数歳にな
る女性、または子宮頸がん無料
クーポン券対象年齢の女性

自己負担金：800円
（無料クーポン券対象
の人は無料）

有り

8月23日は予約
受け付け中、9
月12日の予約は
月13日（火）8：30
から受け付け

乳がん検診（乳房超音波）
Exame de câncer de mama 

（Ultrassonografia Mamária）

9：15～11：00
13：15～15：00

30歳代で本年度偶数歳になる
女性 1,200円

乳がん検診
（乳房エックス線）

Exame de câncer de mama 
（mamografia Raio X）

9：00～11：00
13：00～15：00

40歳以上で本年度偶数歳にな
る女性、または乳がん無料クー
ポン券対象年齢の女性

自己負担金：1,200円
（無料クーポン券対象
の人は無料）
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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
当、⑦みよし市遺児手当

�申込 �8月30日（金）までに必要書類を持
参して①～④は福祉課へ、⑤～⑦
は子育て支援課へ直接

地区計画の都市計画決定にかか
る説明会
都市計画課  ☎32-8021 N34-4429
　莇生山田地区について地区計画の都
市計画決定を予定しています。素案を
作成しましたので、説明会を開催しま
す。
日時  8月9日（金）19：00～
場所  市役所3階研修室3・4

農地の適正管理
農業委員会  ☎32-8015 N34-4189
　農業者の高齢化や後継者不足などの
理由により、耕作されない農地（遊休
農地）が増加しています。遊休農地が
増加すると雑草、雑木が繁茂し、病害
虫や火災の発生原因となる恐れがあり
ます。また、有害鳥獣の発生や産業廃
棄物などの不法投棄の原因にもなると
考えられ、周辺農地や近隣住民に迷惑

お知らせ
就職に悩んでいる若者のための
職業相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　知立若者サポートステーションと共
催で就職に悩んでいる若者のための職
業相談を行っています。就職について
の悩みをお気軽にご相談ください。
日時 �毎月第2火曜日9：00、10：00、11：
00、毎月第4火曜日13：00、14：
00、15：00(1回50分、予約制)

場所 �ジョブサポートみよし
対象 ��就職に関する悩みがある15歳～39
歳の人とその家族

※家族のみでの相談も受け付けます。
定員 �各回とも先着で1人��費用 �無料
申込 �希望する相談日の前日までに、ジ
ョブサポートみよしへ電話、また
は直接

現況届・所得状況届の提出
福祉課��☎32-8010  N34-3388
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　次の手当を受けている人は、毎年8月
に現況届や所得状況届などの必要書類
を提出し、受給を継続するための手続
きが必要です。
　そのため、手続きに関する通知を8月
上旬までに郵送します。提出がない場
合は、①から④の手当は８月分以降の
手当が、⑤から⑦の手当は11月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご
注意ください。
�対象 �①特別障がい者手当、②障がい児

福祉手当、③特別児童扶養手当、
④愛知県在宅重度障がい者手当、
⑤児童扶養手当、⑥愛知県遺児手

を及ぼします。農業委員会では法律に
基づき、8月から10月までに市内全
ての農地の利用状況を調査します。調
査のため、農地内へ立ち入る場合があ
りますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
　農地を所有する人は、耕作または、
耕うん、除草など、適正な管理をお願
いします。

矢作川水源基金からのお知らせ
公益財団法人矢作川水源基金事務局
☎0564-23-2645
　矢作川流域には、約157万人が生活
しています。飲料水をはじめ、水は私
たちの生活には欠かすことのできない
重要な資源です。
　矢作川水源基金は、緑豊かな山林を
整備し、きれいな水を安定して供給す
るとともに、災害に強い山にするため、
植林や保全など山の管理や上下流の交
流事業などに役立てられています。
　皆さんも水と山への感謝の気持ちを
持ち、上下流交流イベントへの参加、
基金への寄付などにご協力ください。

夏期の交通事故防止
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月は気温が上がり、体力の消耗が激しくなります。運転中、次
のような兆候が表れたら、疲れがたまってきているサインです。

【疲れのサイン】
①運転に集中しているつもりなのに、あくびが出る
②まばたきの回数が増える
③目がショボショボしてきたり、まぶたがけいれんする
④無意識に首を回したり、肩を動かしたりする
⑤前の車が発進したことに気付くのが遅れ、発進が遅れる
　上記の状態で無理に運転を続けると、注意力不足から思わぬ事故を起こして
しまいます。疲れがたまってから休憩しても、疲労はなかなか回復しません。
疲れがたまる前に、サービスエリアや道の駅などでこまめに休憩を取り、安全
運転に心掛けてください。
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個人事業税第一期分の納税
愛知県豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7482
　個人事業税の第一期分の納期限は、
9月2日（月）です。8月中旬に県から納
税通知書をお送りしますので、納期限
までに納付をしてください。
　納税通知書には第一期分と第二期分
の納付書が同封されますので、納付に
当たっては、納付書をお間違いのない
ようにご注意ください。
　また、納税には便利で安全な口座振
替の制度もあります。希望する人は口
座を開設している金融機関の窓口で手
続をしてください。

特産品シール（ナシ）配布開始
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　市の特産品であるナシの品種を明記
した特産品シール（丸型85mmおよび
30mm）を作成しました。あきづき、幸
水を7月末から配布していますのでご
利用ください。
対象 �市内で該当品種の農産物を生産し
ている農家

費用 �無料��申込 �産業課へ直接�

町なかアートギャラリー
2019出品者募集
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　みよし市指定文化財石川家住宅内の
主屋、座敷、井戸場、東蔵で自作の作
品を展示しませんか。皆さんの応募を
お待ちしています。
期間 �10月17日（木）～11月7日（木）の水・
木・土・日曜日

募集 �絵画、写真、彫塑、書、工芸品な
どで、発表、未発表は問わず、60
点程度（1人2点まで）

※雨に濡れてもよい作品は屋外（庭な
ど）に展示できます。
対象 �市内在住・在学・在勤で18歳以上
費用 �無料
申込 �8月17日（土）～9月14日（土）に申
込書（歴史民俗資料館で配布、お
よびホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、歴史
民俗資料館へ郵送、ファクス、メ
ール、または直接

みよしブランドの愛称募集
みよし商工会  ☎34-1234
{tokusan@344navi.com
　商工会が認定する特産品をより多く
知ってもらうため、愛称を募集します。
採用者には副賞があります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
申込 �9月30日（月）までに、愛称および
読み方、簡単な説明、氏名、住所
などを記入し、みよし商工会へ
メール

「子どもの人権110番」強化週間
名古屋法務局人権擁護部
☎052-952-8111（内線1483）
　いじめ、虐待など、子どもの人権に
関わる悩みや心配などを人権擁護委
員や法務局職員が電話相談（☎0120-
007-110）に応じます。秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談くださ
い。
日時  8月29日（木）～9月4日（水）8：30
～19：00（8月31日（土）･9月1日
（日）は10：00～17：00）

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港ビルディング株式会社
☎0568-29-1600
　お盆の長期休暇時は、空港の駐車場
が満車になり駐車できない場合があり
ます。空港へは、公共交通機関をご利
用くださいますようお願いします。

催し・講座
文化協会の催し
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

【第3回市民茶会】
日時 �9月1日（日）10：00～15：00
場所 �石川家住宅
席主 �表千家近

こんどう

藤隆
りゅうじ

治（宗隆）さん
費用 �当日券500円、前売券400円（前
売券は8月31日（土）までに文化協
会へ直接）

【公募第25回みよし美術展】
　洋画、日本画、彫刻、写真、陶芸の
作品を展示します。
日時 �9月3日(火)～8日(日)10：00～17：
00(最終日は16：00まで)

場所 �サンアートレセプションホール、
研修室

【県文連西三河部芸能大会】
内容 �舞踊、フラダンス、民謡、筝

そうきょく
曲、

太鼓、詩吟、バレエなどの西三河
各市町による芸能発表

日時 �9月29日(日)9：30～16：40
場所 �サンアート大ホール��費用 �無料

コハク磨き体験
歴史民俗資料館
☎34-5000 N34-5150
日時 �8月24日（土）11：00～、13：00～、
14：00～、15：00～各回1時間程度

場所歴史民俗資料館
講師東海化石研究会
定員各回10人��費用無料
申込不要。会場へ直接
※整理券を10時から配布します。

第37回みよし市郷土芸能伝承
活動発表会
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
　子どもたちがお囃

はやし
子や棒の手などの

地域の郷土芸能を発表します。
日時 �9月8日（日）13：20～17：00
場所サンアート大ホール��費用無料

ホームページ

ホームページ
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 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
 お問い合わせ・ご予約)  リハビリ直通)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

　　有料広告

催し・講座
ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222

【女性向け就職支援セミナー】
　子育てと仕事の両立を目指す女性の
就職についてのセミナーを開催します。
日時 �8月28日(水)10：00～12：00
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道

みちだ
田智
とも

子
こ
さん

対象 �就職を希望する女性
定員 �先着20人��費用 �無料
託児 �あり(6カ月～未就学児)
※ご希望の人は、8月16日(金)までにお
申し込みください。
申込 �8月1日(木)～19日(月)にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

【女性向け起業就労支援セミナー】
　起業において知っておきたい法的知
識などのセミナーを開催します。
日時 �9月11日(水)13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
対象 �起業を考えている女性、就職活動
中の女性

定員 �先着で20人��費用 �無料
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
申込 �8月6日(火)～9月3日(火)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

　地元生産者を中心に野菜・果物・加工
品などを販売する朝市を開催します。
�日時 8月10日(土)10：00～12：30
�場所 �イオン三好店内セントラルコート

みよし創業塾2019
みよし商工会  

☎34-1234  N34-5799
　創業に必要なノウハウや知識を、
ケーススタディを用いながら学びます。
日時 �9月14日～10月26日の土曜日（10
月5日を除く）10：00～15：00

場所 �東海学園大学三好キャンパス
対象 �創業を予定している人、創業・経
営に興味がある人、概ね5年以内
の創業して間もない人

定員 �先着で30人��費用 �4,000円
申込 �9月10日（火）までに、申込用紙（産
業課、みよし商工会窓口で配布、ま
たはホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、みよ

し商工会へ郵送（〒470-0224�三
好町大慈山2-11）、ファクス、ま
たは直接

ロビーコンサート
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　皆さんのお越しをお待ちしています。
日時 �8月15日（木）19：00～20：30
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �シャンティ（ピアノ・フルート・クラ
リネット）、へりて～じ（クラシッ
クギター・ベース・ピアノ&ボーカ
ル）、L

リ ン ク

ink�T
ト ー ン

one（ピアノソロと連
弾・声楽）

費用 �無料

母子家庭など就業支援講習会
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　パソコン講習や経理事務
などの講習会を実施します。
詳しくは愛知母子・父子福祉
センターのホームページをご覧くださ
い。
対象 �県内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父および寡婦の人で全日程出
席できる人

申込 �8月5日（月）～28日（水）に受講申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

ホームページ

ホームページ
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出張ハローワーク
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400（部門コード41#）
　児童扶養手当の現況届けの提出に併
せて、臨時窓口を設置します。ひとり
親家庭で仕事にお悩みの人はお気軽に
ご相談ください。
日時 �8月5日（月）9：30～12：00、8月16
日（金）9：30～15：00

場所�市役所2階子育て支援課
対象 �市内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父で児童扶養手当を受給して
いる、または同程度の所得の人

ハワイアンフェスティバル
in吉良ワイキキビーチ
吉良温泉観光組合  ☎0563-32-0525
西尾市商工観光課  ☎0563-65-2170

　フラ・ステージやポリネシアンダン
スチームによるダンスショー・ファイ
アーダンスを見ることができます。会
場にはハワイアンなフードやショップ
が多数出店します。
日時 �8月28日（水）～31日（土）15：00～
20：00ごろ（小雨決行、荒天中止）

場所 �宮崎海水浴場特設ステージ（西尾
市吉

き ら
良町宮

みやざき
崎）

※15：00から駐車場を無料開放しま

す。また、名鉄吉良吉田駅から会場ま
でシャトルバスを運行します。
費用 �無料

刈谷わんさか祭り・花火大会
刈谷市観光協会��☎0566-23-4100

　スターマインをはじめとする多くの
花火が夏の夜空を彩ります。
日時 �8月16日（金）17：00～21：00（盆
踊りは18：00～）、17日（土）11：
00～21：00（花火大会は19：00～）

場所 �刈谷市総合運動公園（刈谷市築
つい じ
地

町荒
あらた
田1）

※会場周辺に駐車場はありませんの
で、刈谷駅や知立駅などから運行する
無料シャトルバス（17日のみ運行）や公
共交通機関をご利用ください。

こうた夏まつり
こうた夏まつり実行委員会
☎0564-62-1111（内線195）

　ステージイベント、おまつり屋台、

盆踊り、打ち上げ花火と手筒花火の共
演などをお楽しみください。
日時 �8月17日（土）14：00～20：30（雨
天時は8月18日（日）に順延）

場所 �ハッピネス・ヒル・幸田（幸田町大
字大
おおくさ
草字丸

まるやま
山60）

※JR幸田駅と幸田町役場駐車場（無料）
から会場まで無料シャトルバスを運行
します。18：00以降は幸田憩の農園駐
車場（無料）がご利用いただけます。

空間に線を引く-彫刻とデッサ
ン展
藤井達吉現代美術館
☎0566-48-6602
　戦後から現代までに活躍した彫刻家
のデッサンや彫刻を展示します。
日時 �8月10日（土）～9月23日（祝）（月
曜は除く）10：00～18：00

場所 �藤井達吉現代美術館（碧南市音
おと は
羽

町
まち
1-1）

費用 �一般700円、高校・大学生500円、
小・中学生300円

とよた高専ワクワク
広場（公開講座）
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828 �N0565-36-5930
内容 �夏目漱石『三四郎』の世界-群像劇
として読む青春小説-

日時 �9月12日（木）10：00～12：00
場所 �豊田産業文化センター（豊田市
小
こざかほんまち

坂本町1-25）
定員 �抽選で20人��費用 �無料
※申し込み方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

　　有料広告

ホームページ

＊その他の再放送日程はひまわりネットワークの番組表、または電子番組表(EPG)でご確認ください。
放送日 ： 8月17日（土）午後6時15分～午後9時

今年も会場となる三好稲荷閣周辺から、
踊りグループの熱気あふれる
パフォーマンスを生中継！ぜひ、ご覧ください。

『【生】第27回 三好いいじゃんまつり』 『モミアゲラジオ』

番組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ

いいじゃんまつりの会場から
公開生放送！

ひまわり12 / 地デジ12ch
中継チャンネル / CATV120ch

ひまわりくん

W180mm H48mm

いいじゃんまつりの会場の盛り上がりや、楽しい
雰囲気をバッチリお届けします！放送時間は番組
でチェック♪
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催し・講座
マイカー無料点検教室
愛知県自動車整備振興会  豊田支部
☎0565-34-0715
内容  プロの整備士から車の始業点検・
保守点検を学ぶ

日時 �8月31日(土)9：30～12：00
場所 �豊田スタジアム�多目的広場（豊田
市千
せんごく
石町7-2）

対象 �原則として国産車
申込 �不要。会場へ直接

豊田市コンサートホールの催し
豊田市コンサートホール・能楽堂
☎0565-35-8200
内容  ①夏休み親子で楽しむわくわく能
楽体験、②上

うえはら

原彩
あ や こ

子が奏でる子ど
ものための「くるみ割り人形」

日時 �①8月25日（日）13：00～、②8月
31日（土）11：00～

場所 �①豊田市能楽堂（豊田市西
にしまち

町1-200�
豊田参合館8階）、②豊田市コン
サートホール（豊田参合館10階）

※費用や申し込みの詳細については、
豊田市コンサートホールへご連絡くだ
さい。

健康・福祉
60歳からの栄養・健康教室
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969

内容 �健康・栄養についての講話、みそ汁
の塩分チェック、調理実習

日時 �8月28日(水)10：00～12：30
場所保健センター
対象 �市内在住で60歳以上

※男性、1人暮らしの人は年齢を問いま
せん。
定員 �先着で20人��費用 �300円
申込 �8月16日(金)までに健康推進課へ
電話、または直接

みなよしカフェ
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502  N33-3501
内容 �参加者交流会、脳トレやコグニサ
イズなどの健康講座

日時 �8月9日（金）14：00～15：00
場所市民病院会議室
対象 �市内在住の40歳以上で認知症予
防や健康管理に興味がある人

費用無料��申込 �不要。会場へ直接

精神保健福祉・ひきこもり家族
教室
衣浦東部保健所  健康支援課
こころの健康グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �講話「親亡き後の生活保障を考え
る。～障害年金・生活保護の制度
について知ろう～」

日時 �8月22日（木）14：00～16：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

おおてまち
手町1-

　　12）
対象 �精神障がい者・ひきこもり状態に
ある人を抱える家族

定員先着で30人
申込 �前日までに衣浦東部保健所へ電話

炎症性腸疾患市民公開講座
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711  N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
内容 �講演「潰瘍性大腸炎、クローン病
の最新治療」

日時 �9月7日(土)14：30～16：30
場所 �豊田市福祉センター大ホール(豊
田市錦

にしき
町1-1-1)　

定員先着で400人
申込 �8月7日(水)9：00以降に講座名、郵
便番号、住所、申込者氏名、参加
人数、電話番号を明らかにして豊

田加茂医師会へ電話、ファクス、
またはメール

翔寿会夏まつり
社会福祉法人翔寿会
☎33-0789  N33-0786

　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 �盆踊り、かき氷や焼きそばなどの
縁日、福引など

日時 �8月3日（土）17：30～
場所 �三好ケ丘メディカルクリニック（福
谷町寺田6）

※雨天時は、翔寿会（福谷町寺田4）で
実施します。

子育て
幼稚園の入園受け付け
みよし市私立幼稚園協会
　令和２年4月に入園する新入園児の願
書を受け付けます。詳しくは、各幼稚
園へ電話でお問い合わせください。
受付 �10月1日(火)から
※願書は9月2日（月）から各幼稚園で配
布します。
他 �授業料の補助制度あり

【市内の私立幼稚園一覧】
●�三好桃山幼稚園
　西陣取山26-1�☎32-2500
●�三好文化幼稚園
　三好町弥栄40-1�☎32-2561
●�東山幼稚園
　三好町東山435�☎32-2241
●�ベル三好幼稚園
　三好丘4-1-4�☎36-1800
●�三好丘聖マーガレット幼稚園
　三好丘桜1-9�☎36-8373
●�まこと第二幼稚園
　莇生町池下8-1�☎34-3354
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ファミリー・サポート・センター
会員募集
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
育ての手助けをしてほしい人（依頼会
員）」と「子育ての手助けをしてくれる人
（援助会員）」をつなぐ、子育てを支援す
る組織です。
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 9月7日（土）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年生の子ども
を養育していて育児援助を受けた
い人、援助会員…市内在住で、心
身ともに健康で育児の援助をして
くれる20歳以上の人

託児あり
申込 �8月6日（火）～31日（土）に、ファミ
リー・サポート・センターへ電話、
または直接

令和元年度就学義務猶予免除
者などの中学校卒業程度認定
試験について
学校教育課  ☎32-8026  N34-4379
　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された人などに
対し、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するために国が行う試験
です。合格した人には高等学校の受験
資格が与えられます。
日時 10月24日（木）
対象次のいずれかに該当する人
①就学義務猶予免除者、または就学義
務猶予免除であった人で、令和2年3
月31日までに満15歳以上になる
②保護者が就学させる義務の猶予また
は免除を受けず、かつ、令和2年3月
31日までに満15歳に達する人で、そ

の年度の終わりまでに中学校を卒業で
きないと見込まれることについてやむ
を得ない事由があると文部科学大臣が
認めた
③令和2年3月31日までに満16歳以上
になる（①および④に掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、令和2
年3月31日までに満15歳以上になる
試験 �国語、社会、数学、理科、外国語
（英語）

申込 �8月19日（月）～9月6日（金）に出願
書類（文部科学省および愛知県教
育委員会で配布）を文部科学省宛
てに書留で郵送

読み聞かせ
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 9月12日（木）10：00～11：00
場所莇生保育園遊戯室
対象就学前の子どもとその保護者
定員抽選で30組
費用 �親子1組30円（子どもが2人の場合
は45円）

申込 �8月29日（木）～9月5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

ベビービクス
なかよし地区子育て支援センター
子育て総合支援センター内
☎34-1250  N34-0501
日時 9月5日(木)10：00～11：00�
場所子育て総合支援センター　
対象 1歳未満児とその保護者
定員抽選で20組
費用 �親子1組30円（子どもが2人の場合
は45円）

申込 �8月22日(木)～29日(木)9：00～

16：00に、なかよし地区子育て支
援センターへ電話、または直接

スポーツ
市民カヌーポロ大会
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699
部門 �高校生以上、中学生以上、小学4
年生以上の3部門

※1チームの編成は、監督1人、コー
チ1人、選手5～8人としてください。
日時 �9月8日（日）8：30～16：45（予定）
場所 �保田ケ池カヌーポロ競技場
対象 ���みよし市カヌー協会会員、または
市内在住・在勤・在学でカヌー経験
がある人

費用 ���1チーム3,000円
※カヌー協会非会員は、保険料として
1人600円が必要です。
申込 ���8月11日（祝）までの9：00～17：00
に参加費を添えて、カヌー協会へ
直接

※練習希望のチームは9月1日（日）・7日
（土）10：00～12：00にコートを開放し
ます。申し込み時にお申し出ください。

後期硬式テニス教室
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986

日時 �10月8日～11月26日の毎週火曜日、
19：00～21：00（全8回）

場所三好公園テニスコート
対象市内在住・在勤・在学
定員 �先着で初心者、初級者、中級者コ
ースの各15人

費用 �7,000円
申込 �9月7日（土）9：00以降に総合体育
館へ直接
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スポーツ
第14回愛知県市町村対抗駅伝
競走大会練習会・選考会
スポーツ協会  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　12月7日（土）
開催の第14回愛
知県市町村対抗
駅伝競走大会に
出場しませんか。

【練習会】
日時 �9月7日～
12月5日の
毎週木・土曜日17：30～18：30

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住でみよし市選考会に出場
する人

費用 �高校生以上…3,000円、中学生以
下…2,000円（練習会を対象とした
保険料を含む）

申込 �8月1日（木）～28日（水）に参加費を
添えて、総合体育館へ直接

【選考会】
日時 �9月14日、10月5日の土曜日17：
30～19：00

場所 �三好公園陸上競技場
種目 �小学生男子・女子…1,200ｍ、中
学生男子・女子・一般女子…3,000
ｍ、ジュニア女子・40歳以上男女
…4,000ｍ、ジュニア男子・一般
男子…5,000ｍ

対象 �次のいずれかに該当する人
①選考会に1回以上参加できる
※選考会に参加できない場合は、他の
公式競技会の結果を提出することで選
考会に参加したものとみなします。　
②9月1日現在、市内在住（県内の小・
中・高校生は保護者の居住地がみよし
市）
③他市町村、他県在学在住で出身中学
校が市内である
※2回実施する選考会の記録をもとに
選手候補者を各2人選出します。
申込 �9月7日（土）までに申込書（スポー

ツ課ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、総合
体育館へ直接

※スポーツ傷害保険への加入が必要で
す。

市民ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸
さちお

男さん
☎090-3482-5556
　一般（中学3年生以上）・中学2年生・中
学1年生に分かれて、予選リーグ、決勝
トーナメントを実施します。皆さんの
参加をお待ちしています。
日時 �女子…9月14日（土）、男子…9月15
日（日）9：00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下は1人100
円）

申込 �申込書（総合体育館で配布）に必要
事項を記入し、8月30日（金）まで
に総合体育館へファクス（N34-
6030）または直接

採　用
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
　令和2年4月採用予定の職員（若干名）
を募集します。受験資格や申し込み方
法など、詳しくはホームページをご覧
ください。
職種 �事務職および技術職（土木・建築・電
気・機械・化学・情報）

試験 �1次…9月22日（日）、2次…10月
20日（日）、3次…11月下旬（予定）

申込 �8月21日（水）まで（必着）の平日に愛
知中部水道企業団総務課へ郵送、
または直接

伝言板
シラタマホシクサ、
ハッチョウトンボの観察会
　里山の裾には湿地があり、シラタマ
ホシクサやハッチョウトンボなどが観

察できます。
日時 �8月31日（土）、9月1日（日）9：00
～17：00（小雨決行）

場所黒笹工業団地東の里山
※車で来る人は係員の指示に従ってく
ださい。
費用 �無料��申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよしの自然環境を守る会の深

ふかや
谷

喜
き よ す み
代澄さんへ電話（☎32-0724）

みよしプレーパーク
　子どもも大人も自然の中で思い切り
自由に遊びませんか。
日時 �8月31日（土）10：00～15：00
場所 �三好丘緑地��費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよしプレーパークの神

かみお
尾貴

き み
美さ

んへメール（{miyoshi.ppark@gmail.
　　com）

三井アーツ15周年記念
吹奏楽でうたう第九
　公募による第九を歌う会の会員がシ
ンフォニックウィンズみよしの演奏で
第九4楽章歓喜のうたを歌います。ぜ
ひ聴きに来てください。
日時 �9月1日（日）14：00～
場所 �サンアート大ホール
費用 �1,000円（全席自由席）
申込  サンアートへ電話（☎32-2000）、
または三井アーツの三

みつい
井敬

けいこ
子さん

へ電話（☎36-6323）

おやこ育脳あそびサークル
　皆さんの参加をお待ちしています。
内容 �右脳を活性化するカードや絵本の
読み聞かせなどの育脳あそびと座
談会

日時 �8月21日（水）、27日（火）①9：30
～、 ②10：30～、 ③11：30～の
各1時間

場所 �サンライブ
対象 �①2～3歳、②1歳、③4～11カ月
定員 �先着で各6組��費用 �200円
申込 �こどもはれるへLINE@（ID：@swz
　　3737c）

ホームページ

ホームページ
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尾三だより
　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地
区自治体間連携事業として、それぞれの市町で行われるイ
ベント情報などを相互に掲載しています。

 

特別展「にっしんの歴史と動物」

第25回東郷町民レガッタ

夏休み！　花市場にでかけよう！

まちセンカフェ

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825　N0561-74-0046

生涯学習課　☎0561-76-0030　N0561-38-9445 

東海農政局園芸特産課　☎052-223-4624　N052-218-2793

たつせがある課　☎0561-56-0602

　歴史の中で、人間と動物はさまざまな
形で関わりを持ってきました。日進市に
伝わる資料を基に、その歴史を紹介しま
す。平成31年3月13日に日進市指定文
化財に指定された「鳥

とりちゅうふた
鈕蓋（折

おりど
戸110号

窯跡出土）」も展示します。

内容模擬セリと季節の花の寄せ植え
日時 8月27日（火）10：00～12：00
場所 �愛知豊明花き地方卸売市場（豊明市
阿
あ の
野町三

さんぼんぎ
本木121）

講師庭デザイナーの桜
さくらい
井ひろ子

こ
さん

�対象先着で小・中学生80人とその保護者

日時 ������8月10日（土）～9月29日（日）9：00
～17：00

場所 �岩崎城歴史記念館（日進市岩
いわさき
崎町市

いち

場
ば
67）

費用無料
申込不要。会場へ直接　

費用 500円（講習会当日支払い）
�申込 �8月8日（木）までに、東海農政局へ

郵送、ファクスまたはインターネッ
ト

※詳細は、お問い合わせください。

　「水とみどりとボートのまち」である東
郷町では、ボートを町民スポーツとして
位置付け、毎年レガッタを開催していま
す。今年も老若男女を問わず100クルー
以上が参加する予定です。白熱したレー
スをお楽しみください。

　「わが子を守れるのはあなただけ！」災
害は備えないところにやってくる。その
とき、気持ちだけでは、わが子の命は守
れません。何から始めたらいい？ 我が
家には何が必要なの？ いざというとき、
何をすればいい？ なんだか不安！ そん

日時 9月22日（日）8：00～（荒天時中止）
場所 �愛知池漕艇場東郷コース（東郷町大
字諸

も ろ わ

輪字上
じょうぼく

鉾12-68）
※駐車場は県総合教育センター駐車場（東
郷町大字諸輪字上鉾68）をご利用ください。
種目 �ナックルフォア（競漕距離500m、
全11部門）

▲昨年のまちセンカフェの様子

なあなたは、ぜひお越しください。
日時 8月17日（土）10：00～11：30
場所 �まちづくりセンター１階交流スペー
ス（長久手市武

むさしづか
蔵塚101-3）

他 �ゲスト：子づれ備
び
災
さい
クラブ代表の古

こ が
賀

めぐみさん
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◦いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
◦相談室の番号など、詳しくは市役所1階総合受付モニターでご確認ください。
◦電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名 日時 場所 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室

不要

市民課☎32-8012
※各相談の受け付けは、終
了時間の30分前までです。

毎週水曜日10：00～12：00、13：00
～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 10日（火）13：00～16：00
市役所2階相談室

不要
法律相談 13日（金）13：30～16：30 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 17日（火）13：00～16：00 不要

外国人相談
毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13：
00～16：00

市役所1階市民課 不要

年金相談・請求
11日・25日の水曜日
①9：00～、②10：00～、③11：00～、
④13：00～、⑤14：00～15：00

市役所1階相談室 必要 保険年金課☎32-8016

障がい者相談
（就労・介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階ふくしの窓口 必要（前日まで）ふくしの窓口☎76-5663
高齢者面接相談
（介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階長寿介護課 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

必要（前日まで）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

なかよし地区地域包括支援セ
ンター（福祉センター内）�

なかよし地区地域包括支援
センター☎34-6811

きたよし地区地域包括支援セ
ンター（ケアハウス寿睦苑内）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

医療相談 平日8：30～17：00 市民病院1階総合受付 不要 市民病院地域連携・医療相
談室☎33-3300

児童虐待・子ども相談 平日8：30～17：00
市役所2階子育て支援課 不要

子育て支援課
☎32-0910（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 子育て支援課
☎32-8034

子育て相談
毎週火・金曜日
9：00～12：00、13：00～16：00

子育てふれあい広場
子育て総合支援センター内 不要 子育て総合支援センター

☎34-0500
毎週火・水曜日13：00～16：00 子育てふれあい広場

カリヨンハウス内 不要 子育てふれあい広場
☎36-1181

NPO・協働相談 5日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）協働推進課☎32-8025
消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00

毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階相談室 不要 産業課☎32-8015

営農相談 11日・25日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要（前日まで）緑と花のセンター☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

毎週月曜日10：00～16：00
毎週水曜日9：30～15：30
毎週木曜日13：00～17：00

学びの森 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（木）・20日（金）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会

☎34-1588
こころの電話みよし（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話のみ 面接相談は要予

約
協働推進課
☎32-9539（専）

くらし相談（生活困窮） 平日9：00～17：00 くらし・はたらく相談センター
ふれあい交流館内 必要 ☎33-5020（専）

はたらく相談 ☎33-5070（専）

若者のための職業相談
10日（火）①9：00～、 ②10：00～、
③11：00～
24日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内 必要（前日まで）ジョブサポートみよし☎33-1860（専）

巡回労働相談 10日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 11日（水）9：00～11：30
衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
精神科医による相談 10日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 2日（月）18：00～19：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安

全課
☎0566-21-4797

エイズ・肝炎・梅毒検査 毎週火曜日9：00～11：00 不要
骨髄バンクドナー登録 必要
検便・水質検査 毎週火曜日9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在（西

陣取山90）
水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎0566-21-9353
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※�広報みよし「お知らせ版」などの中から、外国人の皆さんにもお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。

市内の外国人登録者数：2,143人　市人口に占める割合：3.5%（令和元年7月1日現在）

　先日、グランパス公式マスコットのグララが市役所に来てくれました。
市長公室の椅子になんとか収まり、うんうんと話を聞く様子が愛らしかっ
たです。7月から「鯱

しゃち
の大祭典」が始まり、某有名ブランドとコラボした記

念ユニフォームのレプリカの袖には、なんとみよし市の市章が…！　スタ

記
後
集

編

（日本語の記事は6ページ参照）

第
だい

27回
かい

みよしいいじゃんまつり
27º Festival iijan de Miyoshi
Associação de turismo 

（interno ao dep.de produção）
☎0561-34-6000  N0561-34-4189
No dia 17 （sáb） de agosto será o dia do 
tão esperado Festival Iijan de Miyoshi. 
Cerca de 38 grupos, 2,100 pessoas 
dançarão com fantasias ilustres e 
coloridas. 
▶Data＝17 de agosto （sáb） das 17：00 
às 21：00 horas 
▶Local＝Ruas ao redor do templo 
Miyoshi Inarikaku
※No dia haverá restrição de tráfego.

The 27th Miyoshi Iijan 
Festival
Miyoshi City Tourism Association 

（at Industry Division）
☎0561-34-6000  N0561-34-4189
On August 17（Sat）, the day of the 
"Miyoshi Iijan Festival" that you all 
were waiting. Around 2,100 people and 
38 unique groups will dance in colorful 
costumes.
▶Date＝August 17th（Sat）17：00～21：00
▶Location＝Road around Miyoshi 
Inarikaku

※There is traffic regulation on the day.

サンライブ臨
り ん じ

時閉
へいかん

館のお知
し

らせ
Comunicado sobre o não 
funcionamento do SUNLIVE
Setor de promoção socio-educacional
☎0561-34-3111  N0561-34-3114
Devido o Festival Iijan de Miyoshi, o 
Sun live estará fechado. 
▶Data＝17 de agosto （sáb） das 16：00 
às 21：00 horas

Notice of SUNLIVE 
Temporary Closing
Lifelong Learning Promotion Division 
Within SUNLIVE
☎0561-34-3111  N0561-34-3114
Sun Live will be closed temporarily 
due to the Miyoshi Iijan Festival.
▶Date＝August 17th（sat）, 16：00～21：00

（日本語の記事は裏表紙参照）

三
みよしおおちょうちん

好大提灯まつり
Festival da Grande lanterna 
de Miyoshi
Miyoshi Inarikaku ☎0561-32-3000
Será realizado o Festival da maior 
lanterna suspensa （chouchin） de 
11 métros de altura, onde haverá 3 
grandes lanternas suspensas.

▶Data＝17 de agosto （sáb） das 17：
00 às 21：00. 18 de agosto （dom） das 
10：00 às 21：00 （os fogos de artifício 
será das 19：30 às 20：30 no parque 
Botagaike）
▶Local＝Miyoshi Inarikaku

Miyoshi City large lantern 
festival
Miyoshi Inarikaku ☎0561-32-3000
The Miyoshi Large Lantern Festival 
will be held, with the world's largest 
hanging lanterns using three powerful 
large lanterns about 11 meters high.
▶Date＝August 17th（Sat） 17：00～21：
00, August 18th（Sun） 10：00～21：00 

（Fireworks launch is 19：30～20：30 
（Implemented at Botagaike）
▶Location＝Miyoshi Inarikaku

ポルトガル語
ご

通
つうやく

訳による外
がいこくじんそうだん

国人相談
Acompanhado por intérprete de Português

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
9：00～12：00 Centro de Saúde※ Setor de Cobranças Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Creche
13：00～16：00 Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania

※A consulta será realizada dentro do Centro de Saúde. O tradutor não poderá se deslocar para outro setor. 

市
し み ん か
民課  Departamento de cidadania

☎0561-32-8012 N0561-32-8048

ジアムイベントとして、無料配布もあるそ
うです…！　この夏、鯱の大祭典で熱い夏
を過ごしてみてはいかがでしょうか。（比）ホームページ



　三好稲荷閣境内に世界最大の吊り下げ提灯である、高さ約11メートル
の迫力ある大提灯3基が掲げられる「三好大提灯まつり」が開催されます。
両日ともたくさんの露店が出店し、17日は三好いいじゃんまつりと併せ
て楽しめます。18日の本祭りではお囃

は や し
子や棒の手など地域の伝統芸能が

奉納され、会場はたくさんの人でにぎわいます。また、夜には花火が打ち
上げられ、幻想的な空間に包まれます。
　ご家族や友人などお誘い合わせの上、ぜひお出掛けください。
※8月18日（日）は、花火打ち上げ場所となる保田ケ池公園の一部が終日利
用できませんのでご注意ください。また、花火当日は交通規制が行われて
おりませんので、横断歩道以外での道路横断は絶対にしないでください。

前夜祭 8月17日(土)17：00～21：30
本祭り 8月18日(日)10：00～21：30
 ※両日ともに少雨決行。荒天の場合、花火は中止。

場　所 三好稲荷閣（三好町蜂ケ池5） 
花火は、18日（日）19：30～20：30に保田ケ池で打ち上げます。 三好稲荷閣  ☎ 32-3000

ホームページ

発行／愛知県みよし市／編集・広報情報課
☎0561（32）2111（代）
〒470-0295�愛知県みよし市三好町小坂50番地
ホームページ�http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。みよし市ホームページ

広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

市政情報番組

みよしTODAY（15分間）�月曜日～土曜日放送
初回放送17：45以降8回程度リピート放送
※みよし市ホームページで、番組のニュース項目と「みよし散歩道」
の動画配信を行っています。

●コミュニティFM
　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】
みよしモーニングニュース�月曜日～金曜日放送（8：00～8:09）
みよしイブニングニュース�月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）
市長ホットライン�8月5日（月）、9月2日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース�毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル 【123ch】　ひまわり12【地上デジタル12ch】

みよし市公式フェイスブック
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