
今月号の表紙
　1月12日、サンアートで成
人式が開催されました。新成
人たちは、華やかな振り袖や
真新しいスーツに身を包み、
友人や恩師との再会を楽しん
でいました。

▪我が家de食育･･･11　　▪保健ガイド･･･14　　▪みよしインフォメーション･･･16

市政ニュース
▶令和元年度行政評価結果公表   4・5
▶みよし市公共施設温室効果ガス排出量の公表   6
▶ひな人形展  7

特集 令和2年みよし市成人式

Miyoshi
みよし広

報

みなさんと市政を結ぶホットライン

city magazine

2No.1199

2020



みよし市成人式みよし市成人式
　１月12日、サンアートで成人式が開催されました。今年、市内で成人を迎えたのは825人。色鮮やかな振り袖
や、真新しいスーツに身を包んだ新成人たちは、晴れやかな笑顔で人生の節目を祝いました。

祝成人
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　式典では、はじめに、小
お の だ
野田賢

けんじ
治市長がお祝いの言葉を贈りました。続いて、新成人を代表して誓いの言葉を述

べたのは、三好丘中学校を卒業した丸
まるち
地宗

そういちろう
一朗さん。「共感する力」をテーマに、将来の目標や、お世話になった人

たちへの感謝の気持ちを力強く述べました。式典の後にはティーパーティーが開催され、新成人たちは友人や恩師
との再会を喜び、思い出話に花を咲かせたり、記念撮影をしたりする姿があちらこちらで見られました。
　大人への大きな一歩を踏み出した新成人たち。胸いっぱいの希望を抱き、明るい未来へと羽ばたいてくれること
でしょう。 《お問い合わせ》 教育行政課 ☎32-8028 N34-4379
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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

  令和元年度(平成30年度評価分)の行政評価の結果を公表します。
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

ホームページ

　市では、将来像の実現に向けて、さまざまな行
政活動を実施しています。

■�各事業の目的や方法を見直し、継続的に行政サービ
スの向上を図る
■市職員の意識改革を促す
■�施策・事業の評価内容を公表し、市民への説明責任
の徹底と行政の透明性を確保する

　市の施策や事務事業に対して、行政活動の量だけで
なく、成果を重視した評価を行うことで、PDCAサイ
クル（右図を参照）という事業の管理サイクルを円滑に
繰り返し、行政活動をより効果的・効率的に行えるよ
うに改善しています。行政評価ではCheck（評価）と
Action（改善）、Plan（計画）の一部を担っています。

　PDCAサイクルとは、効果的・効率的に業務を推進するための
考え方です。

計画や企画、
目標を設定

計画や企画、
目標を実行

評価をもとに、
改善策を検討

実施した事業の
成果を評価

　第2次みよし市総合計画で市の目指す将来像を「み
んなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち」として
います。そして、この将来像を実現するための6つ
の「基本目標」と、その基本目標を達成するための
15の「取組方針（施策）」を定めています。さらに、
各施策を達成するために、さまざまな「事務事業」を
行っています。市では、総合計画の施策の推進を図
るとともに、今後の行政サービスの向上に役立て
るため、「施策」について評価を行う「施策評価」と、

「事務事業」について評価を行う「事務事業評価」を行
っています。

　市では、今後の行政サービスの改善・向上を図る
ため、施策および事務事業の経費、成果を評価する

「行政評価」を実施しています。評価の概要と令和元
年度に実施した平成30年度分の評価結果をお知ら
せします。

みよし市の行政評価

第2次みよし市総合計画で定めた市の目指す将来像
みんなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち

行政が行う事業

Plan（計画）

Action（改善）

Check（評価）

Do（実行）

行政評価の目的

行政評価とは

基本目標

施策施策

事務事業事務事業

■市民にどれだけの効果があったか
■期待したとおりの成果が得られているか
■掛かったコスト（実績額）は妥当か
　目標とした成果を達成しているか判断する
ため、客観的に判断できる値をもとに事業の
評価・検証を行います。

評価・検証

市では2つの行政評価を
行っています。

行政評価

■施策評価
■事務事業評価
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　施策とは、将来像の実現に向けて市が行う行政活動の方針のことで、それを評
価することが施策評価です。施策評価は、「達成度」、「市民満足度」、「優先度」、

「貢献度」の各指標を数値化したものを基に各施策の方向性を検討し、その結果を
踏まえて次年度の重点施策を決定します。令和2年度重点施策として、第2次み
よし市総合計画の新たな体系での6施策を決定しました。

　事務事業評価は、事業の対象と成果を数値化し、掛かったコストや課題などを基
に今後の事業の方向性や効果などを検証します。事業の改善、効率性の追求、職員
の意識改革を目的としています。また、事務事業評価は、市の職員が自ら行う「内
部評価」と外部の有識者などが行う「外部評価」の2つの視点で行っています。 ▲行政評価委員会による外部評価

　令和元年度は、平成30年度に実施した484の評
価対象となる事務事業について評価を行いました。
評価結果は下表のとおりです。ここで決定した「事
業の方向性」は、予算編成を行う際の判断材料とし
て活用しています。

　市では、より客観的に事業の必要性や効率性を評価・検証す
るために、外部の有識者で組織される行政評価委員会を設置し
ています。令和元年度は平成30年度に実施した事務事業につい
て、484の評価対象から5つを選定し、内部評価の見直しが行
われました。外部評価の結果は下表のとおりです。

施策評価

令和2年度重点施策

■みよし市版「ネウボラ」の推進
■子育て支援センター事業の充実
■放課後児童クラブの環境整備

安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

■みよし市版地域包括ケアシステムの構築
■ひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実
■福祉に関する相談支援体制の充実

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう

■企業誘致の推進
■中小企業・小規模企業を支援する環境づくり
■資金調達の円滑化

工業のさらなる成長を支えよう

■教育環境の整備
■教育内容・活動の充実
■青少年への見守り活動の推進

心豊かな子どもを育てよう

■救急医療対策の推進
■市民との協働による健康づくり事業の推進
■スポーツ活動の支援

生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう

■さんさんバスの充実
■幹線道路の整備
■地区施設整備事業の推進

便利で快適な住環境をつくろう

事務事業評価

①内部評価 ②外部評価

事業の方向性 事務事業数 割合
現状維持 413 85.3％

見直し

拡大 19 3.9％

改善 25 5.2％

統合 4 0.8％

縮小 20 4.2％

廃止・休止 3 0.6％

計 484 100％

内部評価

縮小

現状維持

現状維持

現状維持

改善

外部評価

改善

現状維持

拡大

現状維持

拡大

事務事業名

　記念樹配布事業

　史跡整備管理事業

　防犯推進事業

　地場産業振興事業

　こども相談・虐待防止事業
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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
  みよし市公共施設温室効果ガス排出量の公表　環境課　☎32-8018　N76-5103

　市では、地球温暖化の防止に向けてさまざまな取り組みを実施しています。

　平成31年4月から資源ごみと
してペットボトルの収集を開始
しました。資源ごみとして回収
することで、ごみの減量化と資
源のリサイクルにつながります。

　エネルギーの地産地消への意識の高揚
と地球温暖化防止のさらなる促進を図る
ために、住宅用地球温暖化対策設備の設
置や低公害車の購入者
に対して市から補助金
を助成しています。

　気候変動の脅威に対応するために発効されたパリ協定において、温室
効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標が掲げられています。市
では、パリ協定の目標達成に向け、ゼロカーボンシティを宣言。2050
年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して、さまざまな取り組みを
実施していきます。

　地球温暖化は、家庭や事業所などから排出される二酸化
炭素などの温室効果ガス排出量の増加が原因といわれてお
り、人類の生活基盤を脅かす深刻な問題です。
　市では、みよし市地球温暖化対策実行計画に基づき、地

　市内の公共施設などから出た平成30年度温室効果ガス
排出量の合計は4,731t-CO2で、平成29年度の4,813t-
CO2に比べておよそ1.7％減少しました（図1・図2）。

（t-CO2）

※かっこ内は前年度比

（年度）

　環境管理への取り組みについての助言や指摘を
いただき、今後に生かすために外部委員による監
査が行われています。その監査報告書が令和元年
12月26日、環境管理外部監査員の柴

しばもと
本信

のぶゆき
之さん

から小
お の だ

野田賢
け ん じ

治市長へ提出されました。

図1�市施設の温室効果ガス排出量（実績）

市の取り組み

市施設の温室効果ガス排出量

カーボンゼロ宣言

　温室効果ガスの発生要因としては、電気・ガスによる排
出が総排出量の97％以上を占める結果となっています。

球温暖化対策を実施しています。今回は、平成30年度の
市内公共施設などから出た温室効果ガス排出量の調査結果
と市の取り組みをお知らせします。
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  ひな人形展　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

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
固定資産税・都市計画税 4期 3月2日
国民健康保険税（普）

8期 3月2日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）

市税などの納期
人口     61,145人（＋4人）

男性     31,410人（ー5人）

女性     29,735人（＋9人）

世帯数  24,275世帯（＋7世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年1月1日現在）

  防災行政無線などを用いた伝達訓練　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、地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報など、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システムです。それに伴い市
内54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、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。

　子ども医療費支給（15歳年度末まで）を平成31年4月
診療分から、「健康保険適用の入院」に限り18歳年度末
までに拡充しています。
対象  市内在住の平成13年4月2日～平成16年4月1日生

まれの人
申込  随時。健康保険証、印鑑（認め印）、銀行口座の分か

るもの（通帳など）、医療機関が発行する領収書（保
険点数の記載のあるもの）、健康保険組合などが発
行する支給決定通知書を持参し、保険年金課へ直接

　市制施行10周年を記念し、「み
よし市暮らしの便利帳」を1月末か
ら2月にかけて全戸配布します。
市役所での手続きや公共施設・医療
機関の案内など、市民の皆さんに
役立つ情報をお伝えするとともに、
本市の魅力であるイベントや歴史、
特産品などを掲載しています。ぜ
ひ、日常生活でご活用ください。

2月19日（水）
11：00ごろ

　毎年恒例のひな人形展を開催します。期間内には、市内のひなめぐ
りスタンプラリーや県内の博物館、資料館のひな人形をめぐるスタン
プラリーも実施します。ぜひご参加ください。
日時 �2月1日（土）～3月3日（火）9：00～16：30
場所 �歴史民俗資料館、石川家住宅
※資料館休館日は毎週月曜日（2月24日（振休）は開館）、2月25日（火）、
石川家住宅休館日は月・火・金曜日です。
費用 �無料

　全てのスタンプを集めた先着200人に記念品を差し上げます。
場所 �サンライブ、石川家住宅、サンアート、歴史民俗資料館
費用 �無料
※スタンプラリーシートは各会場で配布します。

  みよし市暮らしの便利帳の発行
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

  高校生世代の入院医療費助成制度
　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

市内ひなめぐりスタンプラリー



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
外の話題や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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　エプロンと三角巾を身に着け、やる気満々
の年長園児たち。力いっぱい餅をつくと、み
んなで「よいしょ！　よいしょ！」と声を合わ
せて応援しました。出来上がった餅に、園児
たちは「早く食べたい！」と待ちきれない様子。
しょうゆときな粉で味付けされた餅を、一口
頬張ると「甘いね」「おいしい」「おかわり！」と
元気な声と笑顔があふれました。

餅つき
12月11日（金）黒笹保育園

消防団出初・観閲式
1月12日（日）南部地区コミュニティ広場

　新しい年を迎えたこの時季に消防団員が一
堂に会することで、防災に対する意識向上と
団員の士気高揚を図ろうと、みよし市消防団
出初・観閲式が行われました。小

お の だ
野田賢

け ん じ
治市

長と来賓の皆さんが、整然と並んだ各地区の
消防団と女性消防団、機能別分団の団員を視
閲。式の最後には「火の用心」三唱を行い、今
年一年の無火災・無災害を祈願しました。

　家族連れや友人同士など、約120人が参
加し、レクリエーション・スポーツフェスタ
が行われました。参加者たちは、カローリン
グやみよし鬼ごっこ、キンボール、スポーツ
吹き矢などに挑戦。キンボールでは、元気な
掛け声とともにボールが放たれると、「そっ
ちにいったよ！」「がんばれ！」と会場は大盛
り上がりでした。

みよしレクリエーション・
スポーツフェスタ2019
12月14日（土）総合体育館



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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　作品作りに真剣に取り組む姿勢を養っても
らおうと、毎年この時期に市内の小・中学校
で行われている、競書会と書き初め大会。1・
2年生は硬筆、3年生以上は毛筆で課題に取
り組みました。緊張感が漂う中で、児童たち
は集中力を高め、鉛筆・筆を走らせ作品を書
き上げると、満足そうな笑顔に。納得のいく
字が書けた様子でした。

　日本の伝統文化に触れてもらおうと、北部
小学校で伝承遊びの会が行われました。児童
たちは、お手玉、羽子板、竹とんぼなど、昔
から親しまれている遊びに挑戦。1年生のこ
ま回しのトーナメント戦では「どっちのこま
が勝つかな？」「がんばれがんばれ！」と大盛り
上がり。児童の一人は「上手に回せたよ」と笑
顔で話していました。

書き初め大会
1月8日（水）黒笹小学校

伝承遊びの会
1月10日（金）北部小学校

　市と豊田警察署などが主催した「110番の
日 みよし市安全・安心フェスタ」が行われま
した。会場では、パトカー・白バイの記念撮
影コーナーや交通安全クイズ、缶バッチの作
成などの体験ブースを設置。来場者は体験を
通して、安全に暮らすための知識を学んでい
ました。また、緑丘小学校の防犯少年団が、
来場者に交通安全を呼び掛けました。 

110番の日 
みよし市安全・安心フェスタ
1月10日（金）イオン三好店



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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森
もりした

下 芽
め い

音ちゃん
ひまりお姉ちゃんと仲良し
のまま大きくなってね！　
大好きだよ☆　〔三好町〕

2歳

問題  令和2年1月4日に、市制施行10周年を迎えたみよ
し市の、この10年の出来事に関する問題です。下
のⒶ～Ⓓを、開所した順に並び替えてください。

【応募方法】①答え（例：Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ）、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】2月10日（月）必着
【1月号の正解】ア…250、イ…2、ウ…山（応募30通、
正解30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】今月号のみよしInformationで、
特に興味のある記事を教えてください。

 上
う え の

野 立
り つ き

貴くん
いつもニコニコ笑顔のりつ
くん。ゆな姉ちゃんと仲良
く遊んでね。〔三好丘〕

1歳

小
こ い で

出 茉
ま な

愛ちゃん
これからも元気いっぱい、
ニコニコ笑顔の茉愛ちゃん
でいてね。〔三好丘あおば〕

渡
わたなべ

邊 由
ゆ う な

菜ちゃん
歌とダンスが大好きな由菜。
元気にすくすく育ってね。

〔根浦町〕

2歳

上
かみじょう

條 楓
ふ う か

叶ちゃん
おしゃべりなふうちゃんに
いつも癒されているよ。元
気に育ってね。〔打越町〕

2歳

加
か と う

藤 愛
あ お い

央衣ちゃん
いつも元気いっぱいのあお
い。明るく優しい女の子に
育ってね。〔三好丘桜〕

1歳

みよしっ子集まれ！

メール

2月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

サンライブ おかよし交流センター

佐
さ ご う

合 柊
しゅうすけ

介くん
元気いっぱい、食欲旺盛な
しゅうちゃん。今のまま元
気に大きくなってね。〔園原〕

1歳 2歳

対象  ㋐3月生まれで申し込み時に3歳未満の子　　　　　
㋑4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、申し込み期限（㋐2月12日（水）、
　　㋑2月25日（火））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。

ⒷⒷ

石川家住宅 市役所新庁舎

ⒶⒶ

ⒸⒸ ⒹⒹ

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 96
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。
問合学校教育課　☎32-8026　N34-4379

南中給食ＤＡＹ

　生きていくのに欠かすことができない「食」。
子どもたちに食の大切さを感じてもらうこと
は、健康な生活を送るためにとても重要です。
市内の小・中学校では、食に関するさまざまな
取り組みを行っています。

　毎年11月、1年生を対象に「南中給食DAY」を行っています。給食の時間
に栄養教諭と調理員がクラスを訪問。実際に給食の献立を考えたり、作った
りしている人の話を聞くことは、子どもたちが給食について知る、とても
大切な時間です。また、保護者対象の給食試食会も実施しています。

私たちのことを思って作られている給食、私たちのことを思って作られている給食、
感謝の気持ちをもって、残さず食べます！感謝の気持ちをもって、残さず食べます！

南中学校の取り組みを紹介

学校で学ぶ食育

　栄養教諭の先生から、
給食を作る際の衛生面の
管理や子どもたちへの思
いを聞くことができて、
とても安心しました。ま
た、実際に給食を食べて
とてもおいしいことが分
かりました。

安心安心そしてそしておいしい！おいしい！

食への関心UP食への関心UP

　安全・安心・おいしいを大前提に、子どもたちにみよし産の食材、
旬の食材、また季節を感じてもらいたいと思っています。旬の食材
を生かした献立や、鶏めし・煮あえなどの郷土料理、入学・卒業のお
祝い、お月見、節分など、季節ならではの献立を考えています。

季節や地元の味を感じてほしい

保護者対象 
給食試食会では…

子どもたちは 授業を受けて…

「おいしくなあれ」「おいしくなあれ」
心を込めて心を込めて
調理しています調理しています

◀この鍋で、1,000人分もの
調理を行っています

▲ピンクのエプロンは洗う人

子どもたちのことを子どもたちのことを
考えながら考えながら
献立を決めています献立を決めています

栄養教諭栄養教諭

築築
つきひつ き ひ

樋樋はるかさんはるかさん

調理員調理員

種種
たねむらたねむら

村村佐佐
さ え こさ え こ

江子江子さんさん

　食材を洗う、切る、調理する、運ぶなどの
役割によって、エプロンの色を分けています。
それぞれの役割を明確にすることで、異物混
入を防いでいます。食材は、3段階に分けて
洗います。どんなに小さな虫も見逃さないよ
う、キャベツの葉は一枚一枚洗っています。

役割によってエプロンを色分け



ナオミ・ダニス／文
シンタ・アリーバス／絵　ダイラクサトミ／訳

文化出版局　請求記号E／アリ
　私の誕生パーティにたくさんの人がお祝いに
来てくれた。それなのに、みんなのにこにこ顔
も甘い言葉もイヤでたまらない。でも、本当は
みんなスキ、自分のこともスキでいてほしい。
そんな複雑な女の子の気持ちを描いた絵本。

むらやまけいこ／作　やまわきゆりこ／絵
教育画劇　請求記号E／ヤマ

　うさぎのぴょんぴょんは、仲良しの
みみーの誕生日プレゼントにりんごを
持っていくことにしました。ところ
が、りんごをどこにしまったのかわ
からなくなってしまいました。さて、
ぴょんぴょんはりんごをみみーに渡せ
るでしょうか。

「おたんじょうびのおくりもの」

「みーんなだいっキライ」

�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）、2月25日（火）、
27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

おすすめ図書
子ども読書活動推進員による

みよしの景観百選では、皆さんが日ごろから大切
に感じている「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 �都市計画課��☎32-8021��N34-4429

ホームページ

　皆さんが知っている、みよしらしい景観を教えてください！　みよし市景観百選は、
随時応募を受け付けています。詳しくはホームページをご確認ください。あなたの み よ し 百 景

教えて！

黒笹駅
　駅のホームに差し込む空一面を赤く染める夕焼
け。冬の寒い1日の終わりに、この夕焼けが皆さ
んの心をホッと温めてくれます。駅を利用した際
にはぜひご覧ください。

　伝記や社会問題をテーマとしている絵本
を紹介します。
日時 �2月28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」
定員 �20人程度　費用 �無料　
申込 �不要。会場へ直接

こどもの本の勉強室
子ども読書活動推進員による

　暮らしやビジネスに役立つ法律の本
を展示しています。
期間 �3月25日（水）まで
場所 �中央図書館2階一般書フロア

　同じ題名のお話でも、再話者や画家
によって雰囲気が違う日本・世界の昔
話の絵本や児童書を集めました。
期間 �3月25日（水）まで
場所 �中央図書館1階児童室

図書館特集展示コーナー
「身近で役立つ法律」

「むかし、むかしのおはなし」

12 広報みよし　2020年 2月号

図書館だより

みよしの景観百選
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 光の塔　　　　　　作 者 名　近
こんどう

藤　均
ひとし

受 賞	 1990年度特選　　	設置箇所　三好丘緑地南　
製作意図　光をテーマに制作してきた作品のシリーズのひと
つです。同じ形の繰り返しであるはずなのに、光のあたる角
度でさまざまな色に光り、さまざまな色の影ができ、決して
同じに見えない、そんな光を感じる生命体をイメージして制
作しました。さらに夜には、小さなすき間から光がもれるよ
う電球をセットし、昼間とはちがう光のかたちが楽しめると
思います。

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。

▼夜間に光源をセットして撮影

3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。

日時  3月7日（土）10：00～12：00（受け付けは
11：30まで）

費用無料　申込不要。会場へ直接

以下は申し込み不要です。

ホームページ

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

7日（土）
第5回クイズラリー 10：00～12：00 石川家住宅内を巡りながらクイズを解く
伝承木綿講座　機織り 13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人

14日（土）
お手玉作り 9：30～11：00 布を縫い、ビーズを入れてお手玉を作る。先着で3人

蓮
はす

の実飾りを作ろう 13：30～15：00 布きれと綿を使い、蓮の花を使用した置物を作る。先着で5人

21日（土）
パステル画をはじめよう 13：00～15：00 季節の絵を描く。先着で10人。ポケットティッシュ・新聞紙を

持参

竹鉄砲を作って遊ぼう 13：30～15：30 竹を削って鉄砲を作り、ティッシュペーパーを丸めた弾を空気
圧で飛ばして遊ぶ。先着で5人

28日（土）
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

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10人（小学3年生以
上）

石川家住宅
第５回

クイズラリー▪1日、15日、29日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪8日、22日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

お蔵の中で唱歌を歌おう

お蔵の中で懐メロを歌おう

※いずれも歌唱指導はありません。

！？？

　石川家住宅にゆかりある、たくさんの難問・
奇問があなたを待っています。石川家住宅内を
巡りながら、クイズに挑戦しませんか。

半分以上正解した人には
石川家住宅特製の記念品をプレゼント！



※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。

 3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

3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 3月6日（金）まで

未定　
※広報みよし3月号でお知らせします。 40人 未定

未定　
※広報みよし3月号でお知らせします。 40人 未定

CRIANÇAS

▲

乳幼児

教室名 日　時 対　象 内　容 定員 申し込み
わんぱく教室

Conselho sobre 
nutrição da criança

3月3日（火）
受付 9：30～9：50

平成30年1月・2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 2月25日（火）まで

すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
3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 3月4日（水）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
3月16日（月）
受付 9：30～9：50

平成31年2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 3月9日（月）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
3月17日（火）
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 3月10日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
3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

3月2日・9日・16日・23日・30日の月曜日
受付 9：00～11：00

23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
3月17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
3月23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
3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

3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。

● 2月上旬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。

3月24日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

3月11日（水）
3月25日（水）

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

3月4日（水）
3月18日（水）

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

Curso para gestante

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

Curso de:como cuidar do bebê

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

dar banho no bebê



救急医療施設の連絡先
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　　　市内在住の戸籍上の夫婦で、市税に未納がない人
　　　　　夫および妻の所得の合計額（平成30年分）が730万円未満
　　　　　 3月25日（水）17：00までに申請書（健康推進課で配布）に必要事項を記入し、健康推進課へ直接
※書類に不備があった場合、当日の受付はできません。
※初めて申請する人には、詳しい説明を行いますので、事前に電話連絡をして来所してください。
※申請が2回目以降の人は、ホームページから申請書類をダウンロードすることもできます。

　　　　　 平成31年3月～令和2年2月の不妊検査および一般不妊治療にかかる診療の
　　　　　自己負担分（特定不妊治療費を除く）の2分の１（限度額10万円）　
※通算で24カ月に達する年まで申請できます。

＜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。

■3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）細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

8日（日）なかねクリニック
豊田市梅坪町8-3-9 ☎0565-37-8800

15日（日）しばはらクリニック
豊田市貝津町箕輪216-1 ☎0565-45-6633

20日（祝）斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

22日（日）浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

29日（日）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

●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

　市では、麻しん風しん混合（MR）予防接種を、対象者の皆さんに無料で実施しています。麻し
ん・風しんの唯一の予防法は予防接種です。風しん患者数は平成30年以降大幅に増加していま
す。この機会を逃さず、予防接種を受けましょう。

　　　麻しん・風しん混合（MR）　 　　　第2期　    　　平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ　 　　　　
　　　　　3月31日（火）まで    　　　市内および豊田市内実施契約医療機関（詳細はホームページ参照）
　　　 麻しん・風しん混合（MR）第2期接種券、健康保険証、母子健康手帳
※予防接種接種券を紛失された場合は、再交付します。母子健康手帳を持って健康推進課へお越しください。
※市外に転出した人はみよし市の接種券が使用できません。転出先の市町村へお問い合わせください。

ホームページ

ホームページ

一般不妊治療への助成があります

麻しん風しん混合（MR）予防接種が
無料で受けられるのは令和2年3月31日までです

　一般不妊治療費の助成申請を受け付けています。申請書類の準備に時間がか
かりますので、期日に余裕を持って申請してください。なお、申し込み期限を
過ぎた後の申請は認められませんのでご注意ください。

助成内容

所得制限
申し込み

接種期限 場所

対象

種目 種類 対象

持物

平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれのお子さんがいる皆さんへ
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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
さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課 
☎32-8005��N76-5021
内容 �車内の広告枠へ掲載（広告物は広
告主の責任と負担で作成）

※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サイ
ズ横）です。
期間 �4月～令和3年3月の月単位
定員 �30枠（5枠×6台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。
費用 �月額1,000円／枠
申込 �2月25日（火）までに申込書（企画
政策課で配布、またはホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、広告案と会社案内を
添えて企画政策課へ郵送、または
直接

ふれあい農園の利用希望者募集
緑と花のセンター��
☎34-6111��N34-6161
　さんさんの郷には、野菜づくりなど
に活用できる市民農園があります。農
具の無料貸し出しや、農園指導員によ
るアドバイスなどのサービスを受けら
れますので、ご利用ください。
期間 �4月1日～令和3年3月31日
場所 �さんさんの郷
定員 �先着で70区画程度（1区画25㎡）
費用 �1区画につき市内在住または在勤
の人は8,000円、それ以外の人は
10,000円

申込 �3月1日（日）以降に印鑑と利用料
金を持参して緑と花のセンターへ
直接

地元企業就職ガイダンス
産業課  
☎32-8015��N34-4189
　地元企業就職ガイダンスを近隣市町
と合同で開催します。102社の企業
が参加し、事務系・技術系から総合職・
専門職まで幅広い人材を求人しますの
で、ぜひご来場ください。
日時 �2月11日（祝）13：00～19：00
場所 �ウインクあいち8階展示場フロア
（名古屋市中村区名

めいえき
駅4-4-38）

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

食育推進会議委員募集
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 4月1日～令和4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�過去に食育推進会議委員に選任され
ていない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（令和2年度は1回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月3日（月）～3月3日（火）（必着）
に①申込書（様式自由）に住所、氏
名、電話番号、職業、生年月日、
応募理由、②レポート（1,000字程

度。テーマ「私の考える食育」）を
産業課へ郵送、ファクス、メール、
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。

都市計画審議会委員募集
都市計画課 ☎32-8021 N34-4429
{toshi_k＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 4月1日～令和4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�過去に都市計画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5回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月21日（金）まで（必着）に①申込
書（様式自由）に住所、氏名、電話
番号、職業、生年月日、応募理由、
地域活動経験など、②レポート
（1,000字程度。テーマ「わたしの
考える『住み続けたいまちみよし』
とは」）を都市計画課へ郵送、ファ
クス、メール、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。

日没後にご注意ください
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　2月は、愛知県内では視認性が低下する日没後の時間帯に、歩
行者が被害者となる交通死亡事故が多発する他、業務中のドライ

バーが死亡事故を起こす割合が年間で最も高くなる傾向にあります。
　歩行者は交通事故に遭わないために、明るい服装や反射材を着用しましょ
う。ドライバーは速度を控え、歩行者や自転車の動きに気を配るなど、安全
運転に努めてください。

ホームページ

ホームページ
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から厳正なる審査の結果、莇生町にお
住まいの大

おおの
野美

み か
香さんの作品（写真）が

最優秀作品に決定しました。
　大野さんのお宅では、各窓ごとの苗
は2苗にし、均等にカーテンが広がる
ように誘引を行ったそうです。窓を覆
うように緑のカーテンを設置したこと
で、カーテン設置前より涼しく感じら
れたそうです。
　来年もコンテストを開催する予定で
すので、皆さんもぜひ、緑のカーテン
を育成し、エアコンの使用を抑えまし
ょう。

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。
　このため、名義変更および廃車の届
け出はできる限り3月中旬頃までに済
ませていただきますようお願いします。

自動車の税金のお知らせ
愛知県豊田加茂県税事務所　
課税第二課  自動車税グループ
☎0565-32-7483

【本年度、自動車を譲渡、または廃車
した人について】 
　「自動車税種別割」は、4月1日現在の
自動車の所有者（割賦販売契約の場合
は使用者）に対して課税されます。3
月末までに運輸支局で移転登録（名義
変更）または抹消登録（廃車）をしない
と納税義務が発生しますのご注意くだ
さい。

【住所変更した人について】 
　自動車税種別割の納税通知書は、車
検証に記載された住所に送付します。
住所を変更した場合は、運輸支局で住
所変更の手続きをしてください。すぐ
に住所変更できない場合は、以前の住

所地を管轄する県税事務所に、自動車
税種別割住所変更届出書を提出、また
は電子申請・届出システムで新住所を
ご連絡ください。
※届出書はホームページから
ダウンロードできます。

愛知県特定（産業別）
最低賃金の改定
愛知労働局労働基準部賃金課  
☎052-972-0257
　愛知県内の全ての事業場で働く常
用・臨時・パートなどの労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」が令和元年10
月1日から時間額926円に改定されま
した。これに伴い、特定の産業で働く
労働者に適用される「愛知県特定（産業
別）最低賃金」も12月16日に改定され
ました。「特定（産業別）最低賃金」の方
が、時間額が高く設定されているので
ご注意ください。

「にっぽん縦断こころ旅」
お手紙募集
NHKふれあいセンター
☎0570-066-066
N03-3465-1327
　皆さんの心にある「何気ない風景」
「思い出の風景」「忘れられない風景」
「みんなに伝えたい風景」などを、エピ
ソードを添えてご紹介ください。寄せ
られたお便りを元に、火

ひ の
野正
しょうへい
平さんが

こころの風景を訪ねます。
申込 �2月17日（月）まで（必着）に〒150-
8001「こころ旅」係（住所不要）へ
郵送、またはファクス

放送大学4月入学生募集
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学では、心理学・福祉・経済・
歴史など、約300の幅広い授業科目
があります。資料を無料で差し上げま
すので、お気軽に放送大学愛知学習セ
ンターへご請求ください。なお、出願
受け付けは3月17日（火）までです。

出張相談　in長久手市
長久手市役所  たつせがある課  
☎56-0641
　再就職を考えている女性のさまざま
な不安や悩みを、ママ・ジョブ・あいち
のカウンセラーが相談に応じます。
日時 �3月13日（金）9：30～12：20（1人
50分以内）

場所 �長久手市役所本庁舎2階打合せ室
1（長久手市岩

やざこ
作城
しろ
の内
うち
60-1）

定員 �先着で3人　費用 �無料
託児 �3月6日（金）までに予約が必要
申込 �2月17日（月）～3月12日（木）に長
久手市役所たつせがある課へ電
話、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】 
山鳥のはく製、たぬきのはく製、保育
園のスモック

【譲ってください】�
北中学校体操服一式、ピアニカ、天王
小学校体操服

【交渉の流れ】
　希望者は、2月10日（月）8：30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

緑のカーテンコンテスト結果
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　本年度ご応募いただいた皆さんの中

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
愛知県消費生活
モニター募集
愛知県県民生活課  
☎052-954-6163��N052-972-6001
　消費者を取り巻くさまざまな問題に
対応するため、ご協力をお願いします。
内容 ��危険な商品や悪質商法などの情
報提供、研修会への出席など

期間 �依頼日～令和3年3月31日
対象 ��県内在住で満20歳以上（公務員、
公職選挙法による公職者を除く）

謝礼 ��年額1,500円以内（予定）
申込 ��2月21日（金）まで（当日消印有効）
※詳しくはホームページをご覧ください。

バス・トラック運転・乗車体験会
および就職相談会
愛知運輸支局輸送・監査担当
☎052-351-5312
日時 �2月10日（月）13：00～16：00
場所 �一般社団法人愛知県トラック協
会中部トラック総合研修センター
（福谷町西ノ洞21-127）

費用 �無料
申込 �愛知運輸支局ホームページから

催し・講座
サンアートの催し
サンアート��☎32-2000��N32-3232
【ロビーコンサート】

日時 �2月20日（木）19：00～20：30
場所 �サンアートロビー　
出演 �カプリトーン（ピアノとアルトサック
スのアンサンブル）、二

ふたば
葉（ギター弾

き語り）、全国生涯学習音楽指導員
協議会愛知支部（ピアノ連弾・ソロ）

費用 �無料
【いいじゃん大学寄席伝統演芸】

内容 �①昔
せきせきてい

昔亭喜
き た ろ う

太郎さんによる子供向
け落語、②笑

しょうふくてい

福亭希
きこう

光さんによる
上方落語

日時 �①2月22日・②29日の土曜日14：

00開演
場所 �サンアートレセプションホール
費用 1回1,000円

学校給食センター見学会
学校給食センター
☎32-0100  N34-0199
日時 �2月25日（火）10：00～12：30
場所 �学校給食センター
対象 �市内在住　定員 �先着で20人�
費用 �300円（給食の試食代）
申込 �2月10日（月）～14日（金）9：00～
17：00に学校給食センターへ電
話、または直接

第3回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　ジャガイモ、ニンジン、キャベツの
栽培を土づくりから学べます。
日時 �2月22日（土）10：00～11：00
場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �無料
申込 �2月1日（土）～18日（火）に緑と花
のセンターへ電話、または直接

食育推進事業
手作りおこしもんでひなまつり
産業課  ☎32-8015��N34-4189
日時 �2月29日（土）9：30～11：30
場所 �石川家住宅
対象 �市内在住の園児および小学生とそ
の保護者

定員 �先着で5組10人程度　費用 �無料
申込 �2月14日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を明らかにして産
業課へ電話、ファクス、メール、
または直接

※参加の可否は郵送で通知します。

春季デイキャンプ
子育て支援課  
☎32-8034��N34-4379
{kosodate＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
　ジュニアリーダーと一緒に野外炊飯

やレクリエーションを楽しみませんか。
日時 �3月8日（日）10：00～15：30（小
雨決行）

場所 �さんさんの郷
対象 �市内の子ども会
に所属する小学5・6年生

定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �2月3日（月）～14日（金）に住所、
氏名、電話番号を明らかにして、
子育て支援課へ電話、ファクス、
メール、または直接

第3回自然観察会
環境課  ☎32-8018��N76-5103
内容 �冬の植物や水鳥、昆虫の観察
日時 �2月24日（振休）9：00～10：30
場所 �福田新池周辺（明知町八和田山）
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
申込 �2月17日（月）までに環境課へ電
話、または直接

手作り絵本みよし展
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　温かな気持ちになれる手作り絵本を
ぜひご覧ください。
日時 �2月19日（水）～3月4日（水）
場所 �中央図書館1階特集コーナー（サ
ンライブ内）

応急手当普及員講習
尾三消防本部消防課救急係
☎38-7215��N38-6962
内容 �心肺蘇生法（AEDの取り扱い）、止
血法、搬送法、指導法など

日時 �2月27日（木）～29日（土）9：00～
18：00

場所 �尾三消防本部（東郷町大字諸
もろ わ
輪字

曙
あけぼの
18）

対象 �みよし市・日進市・東郷町・豊明市・
長久手市に在住・在勤・在学で3日
間とも参加できる人

定員 �50人程度
費用 �3,700円（講習初日に集金）
申込 �2月14日（金）までに尾三消防本部
または各消防署へ直接

ホームページ

ホームページ
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親子で学ぶ！
防火・防災体験ツアー
尾三消防本部日進消防署  
☎73-0119
内容 �天ぷら油火災や電気火災の実験、
消火器での消火や煙の中の避難体
験、消防車の試乗など

日時 �3月1日（日）10：00～12：00
場所 �尾三消防本部日進消防署（日進市
本
ほんごう
郷町宮

みやした
下3）

対象 �みよし市・日進市・東郷町・豊明市・
長久手市に在住の小学生以下の子
どもとその家族

定員 �先着で50人程度　費用 �無料
申込 �2月5日（水）8：30以降に尾三消防
本部日進消防署へ電話

令和2年度農業研修
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　農業研修の受講者を募集します。研
修の8割以上に出席し、一定の条件を
満たせば農地を借りることができます。
【①農業ふれあいコース】
　野菜栽培を始めたい人や、始めて間
もない人が対象です。
内容 �春夏秋冬野菜12種類程度の栽培
管理実習と農業用機械操作実習

期間 �4月～令和3年1月の毎週土曜日
9：00～11：30（43日程度）

講師 �JAあいち豊田職員の中
なかがわ
河善
よしひさ
久さん

対象 �市内在住で18歳以上
定員 �20人（選考により決定）
費用 �10カ月間10,000円（傷害保険料
2,500円程度が別途必要）

【②就農者育成コース】
　野菜栽培の就農を希望する人や、就
農して間もない人が対象です。
内容 �共同で春夏秋冬野菜の25種類程
度の栽培管理実習、販売実習、講
座、農業用機械操作実習

期間 �4月～令和3年3月の毎週水曜日9：
00～12：00（実習）、第1・第3水
曜日13：30～14：30（講座）�

講師 �元愛知県野菜専門技術員の伊
い ず は ら
豆原

親
ちかひろ
博さん

対象 �市内在住で18歳以上
定員 �10人（選考により決定）
費用 �年間12,000円（傷害保険料2,500
円程度が別途必要）

【①・②共通】
申込 �2月1日（土）～29日（土）に申込書
（緑と花のセンターおよび産業課
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
入し、緑と花のセンターへ直接

他 �事前説明会3月21日（土）10：30
～11：30、入講式4月4日（土）9：
00～9：30

健康・福祉
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 �2月14日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

　三好池や莇生を巡るコースです。梅
や芝生広場からの景色が楽しめます。
内容 �約2.7㎞のコースを約1時間かけ
て歩く

日時 �3月6日（金）9：30～11：30（8：00
の時点で雨天の場合は中止）

場所 �三好公園第7駐車場に集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

認知症カフェオリーブ
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N34-0786
内容 �ハーバリウム作り
日時 �2月27日（木）13：30～
15：00

場所 �翔寿会内談話室「キャ
ロット」（福谷町寺田5）

対象 �どなたでも可
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

ホームページ

 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

   2 土
木2

   12020

　　有料広告
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健康・福祉
市民病院健康教室
市民病院  ☎33-3300  N33-3308
内容 �高齢者の脳トレと筋トレ
日時 �2月26日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
講師 �市民病院職員の理学療法士・作業
療法士

定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �市民病院リハビリテーション課へ
電話、または直接

ひきこもり家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �ひきこもり状態の人の家族の交流会
日時 �2月19日（水）13：30～15：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

おおてまち
手町1-

　　12）
定員先着で30人　費用 �無料
申込 �2月18日（火）までに衣浦東部保健
所健康支援課こころの健康推進グ
ループへ電話

子育て
絵本の読み聞かせ
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 �2月26日（水）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
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25組　費用 �1人15円
申込 �2月12日（水）～19日（水）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
会長杯ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
部門 �中学生の部・一般の部
日時 �女子…3月7日（土）、男子…3月8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100円）
申込 �2月21日（金）までに総合体育館へ
直接

採　用
スポーツ協会職員（非常勤）
スポーツ協会  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
勤務 �火～土曜日の8：30～17：15の間
で週35時間以内（割り振りは雇用
時に面談で決定）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �スポーツ振興に関する業務、経理
賃金 �月額23万503円
対象 �次の全てに該当する人
①令和2年4月1日現在で64歳未満
②日曜・祝日の勤務が可能
③普通自動車運転免許を有する
④�文書作成、表計算など、パソコン操
作ができる

⑤スポーツ振興に強い関心がある
定員 �1人　選考 �2月28日（金）
申込 �2月4日（火）～18日（火）に雇用願
（スポーツ協会で配布）に必要事項
を記入し、スポーツ協会へ直接

カヌー協会職員（一般非常勤）
カヌー協会  スポーツ課内
☎32-8027  N34-6030
勤務 �火～日曜日の8：30～19：15の間
で週35時間以内（夜間勤務あり）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �施設管理、一般事務、カヌーの指
導など

賃金 �月額23万503円
対象 ��令和2年4月1日現在、64歳未満
で普通自動車運転免許および小型
船舶操縦士2級以上の免許を有す
る人

定員 �1人　選考 �2月28日（金）
申込 �2月4日（火）～18日（火）に雇用願
（スポーツ課で配布）に必要事項を
記入し、スポーツ課へ直接

市民病院職員（常勤）
市民病院  
☎33-3300  N33-3308
職種 �薬剤師
対象 �昭和35年4月2日以降に生まれた
人で、薬剤師の資格を有する人、
または取得見込みの人

人数 �若干名　選考 �面接試験、適性検査
申込 �提出書類（ホームページを参照）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

ホームページ

　　有料広告
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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。

岩崎城登城記念証を頒布しています

レクチャーミニコンサート  第6回  オペラの魅力

男性限定！フラワーアレンジ講習会

創造スタッフ企画  橋
はし

寛
ひろのり

憲・小
こばやし

林大
だ い ち

地  美術作品展

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825　

生涯学習課　☎0561-38-4111

とよあけ花マルシェプロジェクト係  豊明花
か

き市場内　
☎0562-96-1199　N0562-96-1198　{toyoake@fengming.jp

長久手市文化の家　☎0561-61-3411

　岩崎城主丹羽家の家紋と、マスコット
キャラクター「にわさきくん」が背景に描
かれた登城記念証です。岩崎城への登城
記念に1枚いかがですか。
　また、2月1日（土）から3月22日（日）ま
で特別展「おひなさま」も開催しています。

　日頃お世話になっている特別な人、身
近な人に花を贈りませんか？
日時 �2月13日（木）18：30～20：00
場所 �豊明花き市場3階大会議室（豊明市

阿
あ の

野町三
さ ん ぼ ん ぎ

本木121）
講師 �フラワーデザイナーの間

ま せ
瀬邦

く に こ
子さん

併せてご覧ください。
日時 �9：00～17：00
※月曜日は休館（祝日の場合は開館）です。
場所 �岩崎城歴史記念館（日進市岩崎町市

いち

場
ば

67）事務室受付
費用 �1枚200円

費用 �3,000円（当日集金）
定員 �先着で30人
申込 �2月3日（月）9：00～10日（月）16：00

に、住所、氏名、連絡先を明らかにし
て、とよあけ花マルシェプロジェクト
係へ電話、ファクス、またはメール

　オペラと歴史の関係、歌う声の魅力、
言葉とオペラの関係などに触れると、よ
り一層オペラが面白くなります。
日時 �2月28日（金）19：00開演（18：30開

場）
場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春

はる

　美術系創造スタッフの2人が、作家と
して作っている作品と、文化の家に「面
白い空間」を作ろうと行ってきた仕事た
ちを展示します。
日時 �2月19日（水）～3月1日（日）10：00～

19：00（最終日は17：00まで）

※2月25日（火）は休館日です。
場所 �長久手市文化の家（長久手市野

の だ の う
田農

201）展示室 他　
費用 �無料

木
き

字北
き た ん だ

反田14）
出演 �岡

おかもと
本茂

し げ お
朗さん（バリトン）

対象 �小学生以上　定員 �50人程度
費用 �1,000円
申込 �東郷町民会館（火曜休み）窓口で受講

券を発売中（電話予約も受け付け中）
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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～

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、ふく

しの窓口� 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009ふくしの窓口☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

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）

必要（前日まで）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

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

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

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

弁護士同席消費生活相談 10日（火）①13：30～、②14：15～、③15：00～、④15：50～ 市役所4階相談室 必要（3月3日ま
で）

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

教育センター「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）・23日（月）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・16日の月曜日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（24日、31日を除く）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（24日、31日を除く）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



Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう
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※�広報みよしの中から、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：2,165人　市人口に占める割合：3.5%（令和2年1月1日現在）

記
後
集

編

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

（日本語の記事は7ページ参照）

ひな人
にんぎょう

形展
てん

Exposição das bonecas Hina-
ningyou
Museu Rekishi Minzoku Shiryoukan
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
Será realizado a exposição das 
bonecas Hina-ningyou.
Diversas bonecas que enfeitaram o 
Festival Hina-matsuri estarão em 
exposição.
E, durante o período haverá o Stamp 
Rally para percorrer os museus 
estaduais e as exposições municipais 
de bonecas. Conviamos a todos para 
visitar os locais de exposições.
▶Data＝1 de fevereiro (sáb) a 3 de 
março (ter)
▶Local＝Museu Rekishi Minzoku 
Shiryoukan e Residência Ishikawa
▶Horário de abertura＝Das 9h às 
16：30
▶Dias fechado do museu＝Todas 
as segundas-feiras (exceto dia 24 de 
fevereiro) e 25 de fevereiro (ter)
▶Dias fechado da Residência Ishikawa

＝Segundas, terças e sextas-feiras
▶Entrada＝Gratuita

【Stamp Rally para visitar as exposições 
municipais das bonecas Hina-ningyou】
Haverá prêmio comemorativo para 
os 200 primeiros a completar os 
carimbos.
▶Stamp point＝Biblioteca Gakusyu-
kouryu plaza SUNLIVE, Residência 
Ishikawa, Centro cultural SUNART 
e Museu histórico de Miyoshi 
Minzoku Shiryoukan
※A folha para os carimbos serão 
distribuidas nos locais
▶Entrada＝Gratuita

Hina doll exhibition
History and Folklore Museum
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
We are holding the annual "Hina 
doll exhibition" this year. Many dolls 
displayed at the Doll's Festival will 
be exhibited.
In addition, during the period, a 
stamp rally for dolls in museums  
in the prefecture and a doll tour 

for dolls in the city will also be 
implemented. Please join us here too.
▶Date＝From Saturday, February 1 
to Tuesday, March 3
▶Place＝History and Folklore 
Museum, Ishikawa Family Residence
▶Opening hours＝From 9 am to 4：
30 pm
▶Museum closed days＝Every 
Monday (open on February 24), 
Tuesday, February 25
▶Ishikawa Residence Closed＝Monday 
Tuesday Friday
▶Viewing fee＝Free

【City Hina Tour Stamp Rally】
The first 200 people who  collect 
all of the  stamps will  receive a  
souvenir.
▶Stamp point ＝Library Learning 
Exchange Plaza at SUNLIVE, 
Miyoshi City Designated Cultural 
Property Ishikawa Family Residence, 
Cultural Center SUNART, Miyoshi 
City History and Folklore Museum
※Sheets will be distributed at each 
facility.
▶Entry fee＝Free

　今号の街角アートはご覧いただけましたか？　作者の制作意図を読んで「これは夜も行かなくては！」
と写真好きの広報担当と3人で、ライトを持って撮影に出かけました。そしてこちらの写真は…。その
時に撮った浮き雲展望台からの夜景です。「西三河の夜景ナンバーワン」と称すサイトもあるとかない
とか。とても綺麗で、最高
でした！！　地元にこんな
場所があるなんて…！　皆
さんも、ぜひ大切な人と訪
れてみてくださいね。（比）



オカリナ、剣詩舞、社交ダンス、吹奏楽、筝曲、太極
拳、日本舞踊、ハーモニカ、フォークダンス、ヒップ
ホップ&新体操のダンス、ヘルマンハープ、舞踊、フラ
メンコ、よさこい、和太鼓

短歌、俳句、写真、和紙ちぎり絵、絵画、編み物

デコパージュ、陶芸、パッチワーク、フラワーアレンジ
メント、編み物

壁面展示発表壁面展示発表

立体展示発表立体展示発表

2月29日（土）10：00～15：30
会場：サンアート小ホール

2月19日（水）～3月1日（日）9：00～21：00
※23日は18：00まで、1日は16：00まで
会場：サンライブ1階ギャラリー、3階ロビー

2月29日（土）・3月1日（日）9：00～21：00
※1日は16：00まで
会場：サンライブ3階会議室

生
涯
学
習
発
表
会

　市内で活動している団体が、日頃の活動の成果を
発表します。和太鼓演奏や舞踊など多彩な芸能発表
と、渾

こんしん
身の作品の数々をご覧ください。

和紙ちぎり絵和紙ちぎり絵

ヘルマンハープヘルマンハープ

剣詩舞剣詩舞

誰かの生きがいが、

明日はあなたの生きがいに。

芸能発表芸能発表

生涯学習推進課　☎34-3111 N34-3114

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 2月3日（月）、3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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