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今月号の表紙
　市制施行10周年を記念し
てみよし市、名古屋グランパ
ス、東海学園大学が協働で企
画した限定コラボガチャ。7
月10日、イオン三好店でお
披露目されました。

▪家我が家de食育･･･19　　▪保健ガイド･･･22　　▪みよしインフォメーション･･･24

市政ニュース
▶避難所における新型コロナウイルス感染症対策� 11
▶ひとり親世帯臨時特別給付金の支給 � 12
▶市制10周年記念プレミアム付商品券の発行 � 15

特 集 今、繋
つ な

がる。～伝統芸能 棒の手～



今、繋
つ な

がる。
～伝統芸能 棒の手～

伝統芸能――――――伝統芸能――――――

この地に暮らし　この地を守りこの地に暮らし　この地を守り

この地を愛した人々がこの地を愛した人々が

私たちに遺したもの。私たちに遺したもの。

どうか、知ってほしい。どうか、知ってほしい。

その熱を。輝きを。その熱を。輝きを。

そして、受け継がれる思いをそして、受け継がれる思いを――――――――――――

　みよしには、多くの文化財や遺跡、郷土芸能があります。
　今回の特集では、約400年前から受け継がれてきた伝統芸能「棒
の手」の歴史と、それに関わる人々の思いに触れます。

写  真  昨年度の大提灯まつりで披露された棒の手
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知られざる
棒の手

の手は、その名が示すような“棒”だけではなく、
真剣や薙

なぎなた
刀なども用い、空手の型のように決めら

れた型を演じる芸能です。愛知県を代表する民俗
芸能の一つで、かつての尾張と三河の国

くにざかい
境を中心に行われて

きました。みよし市内の各地でも古くから演じられ、現在で
は、三大夏まつりの一つでもある大提灯まつりや、地区祭礼、
行政区のお祭りなどで奉納・披露されています。

数百年前から受け継がれる棒の手

　棒の手は、社寺へ馬を献上する祭事である
「馬の頭

とう
」に併せて各地で行われました。馬の頭

の発生は16世紀ごろ。棒の手が馬の頭と同時に
発生したのか、遅れて発生したのかは明らかで
はありませんが、さまざまな記録から、棒の手
も馬の頭と同様、戦国時代から江戸時代にかけ
て発生したと考えられています。

　棒の手を指すと思われる言葉は、数多くの
記録から見つかっています。天明8年の「張州
雑志」に記された「棒の手」が、初めて現代と
同じ意味で「棒の手」という言葉を使用した記
録だと考えられています。

●���寛永13年（1636年）
�　『寛永13年熱田万句』に「棒の手」と記載
●�宝永7年（1710年）�
　『鸚鵡籠中記』に「馬頭棒」と記載
●���天明8年（1788年）
　『張州雑志』に棒の手が描かれた
●文化7年（1810年）
�　『年々勘定帳』に「棒の手」と記載
●文化11年（1814年）
�　『猿猴庵日記』に「棒長刀鎌等の武芸」と記載

棒の手の発生に関わる記録

棒の手の歩み。

棒
１

2
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※確認できる記録は、馬の
頭の開始を示すものであ
るとも考えられており、棒
の手の正確な発生時期はわ
かっていません。

123昨年度の大提灯まつりで棒の手を奉納、4「大坊柱祭之図」（張州雑志
より）、5昭和61年練習風景、6平成元年練習風景（出展：三好の棒の手）

明治時代
末期

戦国時代～江戸時代

昭和59年
（1984年）

福谷村で棒の手が
行われ始める※

猿投神社に
初めて棒の手が
奉納される※

黒笹村で棒の手が
行われ始める※

みよしの棒の手が
絶える

棒の手の復活
棒の手クラブ誕生

昭和62年
（1987年）

三好棒の手保存会
が発足

若者の芸能として発展

衰退と復活

　棒の手は、次第に農村の若者の芸能として発展し、その土地に生活する以
上、棒の手を習得することが定めとなっていました。
　みよしでは、かつて市内7つの地域で棒の手が行われ、猿投神社へ棒の手を
奉納していました。福谷村では天正12年（1584年）、黒笹村では慶長3年（1598
年）に、猿投神社へ棒の手を奉納していたとする記録が残っています（この記
録は、馬の頭に関する記録にすぎず、棒の手とは関係がないとも考えられて
います）。

　みよしの棒の手は、江戸時代に最盛期を迎えますが、ある年の奉納の際に他
の地域と争いになったことをきっかけに、衰退していきました。
　しかし、長い時を経て昭和59年、棒の手に愛着を持つ一人により、北部
小学校に「棒の手クラブ」が誕生。昭和62年には三好棒の手保存会が発足し、
再びみよしに棒の手が受け継がれることとなりました。

（1554年）
天文23年

天正12年
（1584年）

慶長3年
（1598年）

棒の手が発生
３
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槍や

り

薙な
ぎ
な
た刀

　棒の手の演技は、定型的な短い動作の
「手」（形）を基本とし、手をいくつも組み
合わせてひとつの型としています。
　二人一組で「ヤー」「ホー」「ドコイ」な
どと声を掛けながら、打ち合う姿は迫
力満点。掛け声はそれぞれ「構え」「打
ち込み」「やっつけた」という意味で使
われています。

「ドコイ」＝やっつけた！

　棒の手は、木刀から習い始め、手鎌、
薙刀、長柄鎌と習得していきます。
　型により使う武器は決められてお
り、棒や木刀を用いる「表型」と、太刀
や薙刀、槍などのキレモノを用いる
「裏型」があります。江戸時代後期には
裏型が人気を呼び、より勇壮な演技が
取り入れられました。

「棒の手」だけど、だけじゃない

農具で野武士と戦った「鎌田流」

これがわかると、もっと棒の手が　  面白い。

　他の武術と同様に、棒の手にも流派
が数多くあり、鎌田流、見当流、起倒
流、東軍流、神影流、源氏天流など20
余りの流派を数えます。
　現在みよしで主に行われているのは
鎌田流。天正3年（1575年）に日進市の
岩崎城主家臣であった鎌田兵太寛信が、
農具を用いて野武士や野党に対抗する
技を編み出し、農民を指導したことか
ら始まったとされています。

8

7

　　　 7深田左兵満孫像（棒の手は深田家に
よって西三河一帯に広まったとされている）、
8鎌田流覚書（豊田市棒の手会館所蔵）、9保
存会で小・中学生に指導するときに使用したテ
キストより「一戸打」（出展：三好の棒の手）

写　真

長な
が
え
が
ま

柄
鎌
　
棒ぼ
う

　
木ぼ
く
と
う刀

　
刀か
た
な　

十じ
っ
て手

　
手て
が
ま鎌

祭礼当日
　祭礼では、ほら貝を鳴らしながら境
内に入り、演技を奉納する前に拝殿で
安全を祈願します。そして、司会者が
読み上げる型の順番に従い、演じてい
きます。最初は子供たちによる棒と太
刀を使った型「一

ひ と う ち
戸打」が奉納され、次

いで刃物を使った「眼
め
つぶし」や「すり

こみ」などが演じられます。そして最
後は、大人による刀と長柄鎌を使った
豪快な型「なぐり鎌」が披露されます。

9
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　江戸時代に最盛期を迎え、途絶え
てしまったみよしの棒の手。しか
し、昭和59年、棒の手に愛着を持
つ一人の教師によって、棒の手は復
活しました。北部小学校に「棒の手
クラブ」ができ、歴史民俗資料館に
保管されていた道具を使用して演技
を習得。昭和60年からは三好町文
化祭に出演するようになり、町内外
の催しで披露することも多くなりま
した。
　昭和62年、指導者の転勤や学校
の事情で小学校でのクラブ活動が継
続できなくなってしまいましたが、
「ここまで盛り上がってきた活動を
消滅させてはいけない」と三好棒の
手保存会が発足しました。会員は
小・中学生が中心で、鎌田流の「一戸
打」「差合」「芝めくり」などを習得し
ていきました。
　保存会には、現在未就学児から
50代まで30人以上が所属。莇生公
園で練習会を実施し、大提灯まつり
や、地区祭礼、行政区のお祭りなど
で棒の手を奉納・披露しています。

風
かぜき
切り

股
またひ
引き

鉢
はちまき
巻

半
はんてん
纏

ドコイ！
　演技者の衣装は流派によって多少
異なりますが、その多くは頭に鉢巻
を巻き、紺色の半纏に風切りと呼ば
れる胸当てを着け、股引きに草

わらじ
鞋を

身に付けます。
　みよしでは、金色の市章と龍の刺
繍が入った豪華な風切りを使用しま
すが、一方で名古屋市中川区野田か
ら伝わった真影流の棒の手を行う地
区では、野良着風の素朴な衣装を纏
います。

胸当てをよく見ると…

思いのあるところに、
歴史は生まれる

これがわかると、もっと棒の手が　  面白い。
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　私が棒の手を始めたのは、28年前
です。新任教師として三好丘小学校
に赴任し、運動場で活動していた保
存会のお手伝いをさせてもらってい
ました。その際に、当時保存会の代
表を務めていた、私の恩師でもある
方に「やってみないか」と誘っていた
だき、参加するようになりました。
　棒の手をやっていて、一番うれし
い瞬間は、子どもたちが発表の後に
「今日はこれができたよ」「楽しかった
よ」と笑顔で報告してくれるとき。と
てもやりがいを感じます。

▲ 北中学校で教師をする黒
く ろ だ

田和
かずひで

秀さん。

指導員となった際に与えられる免許目

録を見せてくれました。現在は、保存

会の指導員の代表を務めています。

　三好棒の手保存会（通称：保存会）の会員の皆さんに、思いを聞きました。

子どもたちの笑顔がやりがい
細く長くでいい、続いてくれたら

今、繋がる。

　現代では映像など便利なものがあ
りますが、それが無かった時代から、
棒の手は口伝えや巻物に書いて受け
継がれてきました。だから、同じ流
派でも地域によって型や服装などが
微妙に違っています。正直、最初は
伝統について考えたことはありませ
んでしたが、今は、地域のいろいろ
な人が関わってつながってきたもの
なのだと強く感じています。これか
らも、細く長く、続いてほしいと
願っています。

▲ 姉弟で棒の手に励む岡
お か だ

田花
はな

さん（写真左）と、

清
せ い た ろ う

太朗さん（写真右）。

　小さい頃、家の近くの神社で棒の手を見て「かっこいい！」と一目
ぼれして。それから棒の手を始めました。最近は姉とペアになって
やることが多いのですが、練習をすると、どんどん息が合ってきて
「ここで動く！」というときにお互いが動けたときは、すごく気持ち
が良いです。棒の手って最初危険かなって思われがちなんですが、
やってみるとそんなことはなくて。楽しくてしょうがないです。絆
が生まれていく感じを、みんなにも体験してほしい。

絆が生まれてくる感じ、
みんなにも体験してほしいです

切磋琢磨頑張っています
　弟が楽しそうにやっているのを見て、1年後に始めました。受験
のときには、塾の後に練習に参加したり。大変なときもありました
が、弟が頑張っているから、私も頑張れました。
　私は切る方の担当で、ジャンプに合わせて切るのが難しいのです
が、練習や発表の帰りには一緒に反省会をしたりして、だんだんと
動きが合ってきました。弟のジャンプは高さもタイミングもバッチ
リ。私も負けていられないですね。
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細く長くでいい、続いてくれたら
▲ 大学3年生の山

やまうち
内達

た つ や
哉さん。昨年の大

提灯まつりでも、堂々たる演技を披

露。保存会のホームページの作成な

ど、裏方も精力的に行っています。

　棒の手を始めたのは、愛・地球博
の三好町のブースで棒の手の披露を
すると知ったからです。どうしても
それに出たくて、保存会に入りまし
た。今では、市内のイベントはもち
ろん、市外のイベントにも声をかけ
ていただいて出演したりもしていま
す。棒の手を通して、いろいろな人
に出会えました。

棒の手を通して
いろいろな人に出会えました

　棒の手の良いところは、運動不足
解消と、気分転換になること。保存
会の皆さんが良い人ばかりなこと。
そして、棒の手自体が楽しいこと。
仕事の都合や進学で引っ越してし
まった人が、発表のために遠くから
来てくれることもあったり。本当に
みんな仲が良いです。これからも、
続けていきたいと思っています。

　私は小学5年生のとき、棒の手を
始めました。あの時は、ちょうど保
存会が発足したときでしたね。それ
から30年、地域の方々に支援や披
露の場をいただいて、続けてこられ
ました。本当に感謝しています。
　今年は新型コロナウイルスの影響
で、披露することができるか、正直

市内で自転車屋を営む鬼
き と う

頭正
まさかつ

勝さん。保存会で指導員を務めています▲

地域の方々の協力に感謝しています
わかりません。でも、呼んでいただ
いたら、一生懸命やりたいという気
持ちでいます。棒の手には、持久力
よりも筋力が必要。切れの良い演技
をするには、踏ん張りが効かないと
いけないんです。今は、仕事の合間
にスクワットをしたり、できること
をしています。

練習時間 小学生以下…土曜日18：00～19：00
中学生以上…土曜日19：00～20：00
※詳細は、ホームページをご覧ください。

練習場所 莇生公園 会費 無料

　練習日に、見学・体験も行っています。随時受け付けて
いますので、お気軽にご参加ください。

三好棒の手保存会
メール：miyoshibounote@yahoo.co.jp
LINE公式アカウント：@qyp9752h ホームページ

　伝統芸能は「守りたい」という思いだけではなく、人々の「やってみたい」
「頑張りたい」「楽しい」「ありがとう」そんなプラスの気持ちが繋いできたもの
なのかもしれません。棒の手が、願わくばこの先も、この地に受け継がれま
すように。そしてこの思いが、これからもこの地に溢れますように。
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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
  防災に関するお知らせ　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　通電火災とは、地震発生後の停電が復旧した際に、破損
した電化製品がショートするなどして火災が発生すること
です。この通電火災を予防する感震ブレーカーのうち、分
電盤タイプと簡易タイプ（おもり式・バネ式）の設置費の補
助をします。詳しくは申請様式（防災安全課で配布、また
はホームページからダウンロード可）をご確認ください。
補助 �感震ブレーカー購入および設置費用の2分の1。分電
盤タイプは20,000円、簡易タイプは2,000円が上限

対象 �市内に現在居住、または居住しようとして
おり、住宅に感震ブレーカーを設置する人

※申請は1世帯1回1個までです。

感震ブレーカー設置補助

ホームページ

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が全国一
斉に行われます。Jアラートとは、自然災害や武力攻撃な
ど、皆さんの安全に関わる情報をいち早くお届けするため
に整備されたシステムです。訓練に伴い市内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。

8月5日（水）11：00ごろ
防災行政無線などを用いた伝達訓練

定員 �抽選で分電盤タイプ30世帯、簡易タイプ50世帯
申込 �8月3日（月）～9月18日（金）に提出書類をそろえて、防
災安全課へ直接

■提出書類
　�分電盤タイプ…①印鑑、②見積書の写し、③「設置を予定
している感震ブレーカーが一般社団法人日本配線システム
工業会の感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007付2）の規
格で定める構造および機能を有する製品であることを証明
するカタログなど
　�簡易タイプ…①印鑑、②設置後の写真、③領収書の写し
※簡易タイプは設置後の申請が可能です。

分電盤タイプ

後付型	内蔵型	

簡易タイプ

おもり式	 バネ式	

　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点までに
家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。
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。

家具等転倒防止器具の取り付け
定員  抽選で30世帯　
費用  無料
申込 	8月3日（月）～31日（月）
に､ 申請書（防災安全課
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、
防災安全課へファクス、
または直接

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

　防災や交通安全、防犯に関する情報を、
メールでお届けします。

ホームページ

安心ネットへの登録
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 避難所における新型コロナウイルス感染症対策について
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　新型コロナウイルス感染症の広がりが再び心配される状況
において、災害などが発生して避難所などの密集した環境下
での集団生活などにより、新型コロナウイルスなどの感染が
拡大するリスクが高まります。

■避難所は自宅が被災して住めなくなったり、危険
になったりしたときに避難する場所です。自宅での
安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避
難場所に行く必要はありません。

避難の検討

衛生用品の持参
　必要なものは各世帯により異なりますが、
避難をする際には、食料、飲料水、衣類な
どのほか、右記の衛生用品も可能な限り準
備してください。
※避難所には必要最低限の物資しか配備さ
れていません。 アルコール

消毒液

体温計

マスク

石鹸

ごみ袋

■「避難所」への避難以外にも、「在宅避難」、「親戚・
知人宅への避難」、「車中泊」、「テント泊」などさまざ
まな避難方法を検討してください。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者などの避難について
　新型コロナウイルス感染症に罹患した人のご家族などの濃厚接触者や、発熱・咳などの症状がある人が避難する場
合に備えて、市では専用の避難所を用意しています。濃厚接触者などが避難する際は、事前に市災害対策本部（☎
32-8046）に連絡、または広域避難場所の避難者受付において、濃厚接触者などである旨を必ず申し出ていただきま
すようお願いします。

  テレビでいいじゃん！　踊っていいじゃん！　
　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、第28回三好
いいじゃんまつりが中止となったこの夏、ひまわりネッ
トワーク株式会社の特別番組として、テレビを通じたリ
モートスタイルの三好いいじゃんまつりを放送します。
　ぜひ、テレビの前で一緒にいいじゃん踊りを踊りまし
ょう！
　　　　　
　
　
8月22日（土）18：00～19：00
放送日時

放送チャンネル
�さんさんチャンネル【123ch】
ひまわり12【地上デジタル12ch】

　避難や感染予防についてあらかじめ家族などと話し合っ
ておくなど、平時の準備および災害時の対応を考えておき
ましょう。
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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
  ひとり親世帯臨時特別給付金の支給　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症の影響によるひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行
うため、ひとり親世帯に国制度の給付金を支給します。
対象者

給付額など

①の対象者 ②の対象者 ③の対象者

基本
給付

給付額 1世帯5万円
（第2子以降、1人につき3万円加算）

申請 不要 要

支給時期 8月末予定 審査後、速やかに支給

追加
給付

給付額 1世帯5万円

申請 要 要

支給時期 審査後、速やかに支給

申請 ホームページ

�【基本給付】①から③までのいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者
②�公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺
族補償など）を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手
当の支給が全額停止されている人（児童扶養手当受給資格
者として認定を受けている人だけでなく、過去に児童扶養
手当を申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の
支給が全額停止されたと推測される人で、平成30年収入
額が収入基準額を下回る人も対象）
③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準に
なっている人（児童扶養手当の支給が全額停止されている
人または給付金の申請期間内にひとり親になった人で、令
和2年2月以降の任意の1カ月の収入額を12倍して算出し
た収入見込額が収入基準額を下回る人）
※基本給付②または③について、対象者と生計を同一にして
いる扶養義務者などがいる場合は、その扶養義務者などの収
入（見込）額が収入基準額を下回る必要があります。
※収入基準額については、ホームページをご覧ください。
【追加給付】基本給付①または②に該当する人のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減
少した人
※生活保護を受給している人は、収入が減少した分の保護費
が増加するため、追加給付の対象となりません。

●�基本給付①に該当する人…不要（児童扶養手当の受給口
座に振り込み）
●�基本給付②もしくは③に該当する人、または追加給付に
該当する人…�令和3年2月28日（日）までに、申請書およ
　び収入（見込）額の申立書（ホームページからダウンロー
　ド可）に必要事項を記入し、必要書類を添えて子育て支
　援課へ郵送（当日消印有効）または直接
※申請者などの年金支給額が分かる書類、任意の1カ月の
給与明細書、戸籍謄本などが必要な場合があります。
※申請時点で扶養義務者などがいる場合は、その扶養義務
者などの収入（見込）額の申立書も必要です。

給付金不支給

基本給付①

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい はい

【フローチャート】
令和2年6月分児童扶
養手当の受給資格者か

令和2年6月分児童扶養手当を受給
しているか（全部または一部支給）

公的年金などの受給により全部または一
部支給停止となることが想定されるか

基本給付②

はい

いいえ

公的年金などの受給により全
部支給停止となっているか

平成30年の収入が
収入基準額未満か

はい

はい

はい

申請時点で児童扶養
手当の受給資格者か

はい 新型コロナウイルスの影響を受け家計が
急変し、急変後1年間の収入見込みが収
入基準額未満か 基本給付③

いいえ

＋ 追加給付

いいえ

＋ 追加給付

支給対象をチェック！
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  BABY IN CAR マグネット・スウィングポップの配布　
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　7月から、健康推進課で次の人を対象に『BABY�IN�CAR�
マグネット・スウィングポップ』を配布しています。このス
テッカーには、みよし市健康づくり大使の「キューちゃん」
と名古屋グランパスマスコットの「グランパスくん」、そし
てみよし市の特産品「柿・ナシ・ブドウ」が描かれています。
このかわいらしいデザインに、子どもたちも喜ぶこと間違
いなし！　ぜひご活用ください。

  新型コロナウイルス感染症対策支援に関する寄付
　新型コロナウイルス感染症対策支援として、マスクや消毒液などを寄贈いただきました。いただいたマスクや消毒液など
は、市民病院や学校などで感染症対策に活用させていただきました。ご支援を賜り、ありがとうございました。

■c
ク オ レ
uore

■ビジネスフロンティア協同組合
■トヨタ自動車株式会社
■�トヨタ自動車株式会社販売支援
部発売準備支援室

寄付者一覧（順不同）敬称略（7月1日時点）
■�株式会社名古屋グランパスエイト

・豊田通商株式会社
・アイシン精機株式会社
・株式会社デンソー
・トヨタ紡織株式会社

　株式会社名古屋グランパスエイトの寄付に協力した10社
・株式会社豊田自動織機
・愛知製鋼株式会社
・株式会社ジェイテクト
・トヨタ車体株式会社

・豊田合成株式会社
・株式会社東海理化

対象 ��次のいずれかに該当する人
①令和2年4月1日以降に母子手帳を配布された人
②令和2年4月1日以降に転入された妊婦の人
③パパママ教室などのイベントに参加された人
※上記対象者以外の人にも希望者には企画政策課で配布し
ています（各世帯1つまで）。

  碧海信用金庫からの寄付　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　6月24日、碧海信用金庫から創立７０周年記念事業
の一環として50万円の寄付金をいただきました。寄
付金については、市の教育施設へのコンピューター環
境整備費用に充てさせていただく予定です。

▶�（左から）今
いませ
瀬良

よしえ
江教育長、碧海信用金庫みよし支店

齋
さいとう
藤博
ひろふみ
文支店長、小

お の だ
野田賢

けんじ
治市長　

▲マグネット ▲スウィングポップ
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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

  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

　今年度は、2年ごとの国民健康保険被保険者証（保険証）
の更新時期です。現在お持ちの保険証は、有効期限（令和
2年8月31日）を過ぎると、使用できません。対象者には、
8月中旬以降に新しい保険証を郵送しますので、9月1日
からは新しい保険証を医療機関などの窓口へ提示してく
ださい。
対象 	国民健康保険に加入する被保険者
【注意事項】
●�郵便物を自宅以外へ転送している場合でも、転送先へ
は送られません。保険年金課へお問い合せください。
●�古い保険証は有効期限後にご自分で破棄してください。
●�現在、勤め先の健康保険などに加入している人で、ま
だ国民健康保険の資格喪失の手続きを済ませていない
場合は、健康保険証、国民健康保険証、認め印、「マ
イナンバーカード」または「マイナンバーの分かる書類
と身分証明書（顔写真つきのもの）」を持参して、保険
年金課で早急に手続きをしてください。
※郵送での手続きを希望する人は保険年金課へ相談して
ください。

　今回の展示では、市内で唯一古代の瓦を焼いた窯である下
り松瓦窯を中心に、西三河地域の古代瓦を展示します。これ
らの瓦は寺院を造るために焼かれたものであり、この地域に
仏教がどのように広がっていったのかを示す貴重な資料で
す。ぜひご覧ください。
日時 	8月8日（土）～9月27日（日）9：00～16：30（休館日は毎
週月曜日（8月10日、9月21日を除く）、8月11日（火）、
9月23日（水））

場所 		歴史民俗資料館　費用 	無料

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愛知県遺児手当、⑦みよし市遺児手当

申請 	①②④は8月31日（月）までに、③は9月11日（金）ま
でに福祉課へ直接または、郵送、⑤～⑦は8月31日
（月）までに子育て支援課へ直接（⑦のみの場合は郵送
可）

 国民健康保険被保険者証（保険証）の
 更新　
 保険年金課　☎32-8011　N34-3388

　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。
　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。

  特別定額給付金　企画政策課　特別定額給付金推進室　☎76-5105　N76-5021

　一人当たり一律10万円が給付される「特別定額給付金」の申請期限は8月11日
（火）（消印有効）です。申請がまだ済んでいない世帯は、期限までに申請をお願い
します。申請書が届いていない、申請書をなくしてしまった、申請して2週間以
上経っても振り込みがないなどという人は、特別定額給付金推進室までお問い合
わせください。

申請期限
令和2年8月11日

（消印有効）

 市制施行10周年記念夏季特別展
 「下

く だ

り松
ま つ

瓦
が よ う

窯と西三河の古代瓦」
 歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150



15

 公開講座「みよしの生きものと生物多様性」と写真展「みよしの生きもの～昆虫 
 と鳥と植物たち～」　生涯学習推進課　☎34-3111　N34-3114

プレミアム率30％！

【公開講座】
　みよしの生き物と生物多様性についての公開講座を行い
ます。
日時 ��8月16日（日）13：30～16：00
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
定員 �先着で60人
申込 �8月1日（土）以降に生涯学習推進課へ電話、またはサン
ライブ2階総合案内へ直接　

【写真展】
　市北部、境川源流域に住む昆虫や鳥、植物など
を、たくさんの写真で紹介します。
日時 ��8月15日（土）～21日（金）9：00～21：00（8月
16日（日）・21日（金）は9：00～18：00）

場所 �サンライブ1階ギャラリー

  市制施行10周年記念プレミアム付商品券の発行　産業課　☎32-8015　N34-4189

　市制施行10周年を記念して、市内事業所で利
用できるプレミアム付商品券を20,000冊発行
し、抽選販売します。
内容 �額面総額13,000円（10,000円で販売）
対象 �市内在住・在勤・在学の人
※1人2冊までです。

申込 �8月1日（土）～10日（月）に専用はがき（広報8月号で折
り込み配布）またははがきに必要事項を記入し、みよ
し市プレミアム付商品券事務局へ郵送

※利用期間は8月31日（月）～令和3年2月28日（日）の予定
です。

ホームページ

人口�����61,130人（＋25人）

男性�����31,398人（＋14人）

女性�����29,732人（＋11人）

世帯数��24,480世帯（＋22世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年7月1日現在）

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。

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 2期�8月31日
国民健康保険税（普）、介護保険料（普）、
後期高齢者医療保険料（普）

2期�8月31日
3期�9月30日

し尿汲取り手数料 下期�9月16日

ホームページ

見本

見本
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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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　新型コロナウイルス感染症の感染防止に対
応した避難所開設・運営訓練が実施されまし
た。市職員約50人が参加し、市内で最大震
度6強が観測されたという想定の下、訓練を
開始。防護服を着た職員による避難者への手
指消毒、問診、検温や、居住スペースにおけ
る簡易テントの設営など、さまざまな対策を
確認しながら取り組んでいました。

避難所開設訓練　　
7月6日（月）おかよし交流センター

　水防体制の確立などを目的に、豪雨などに
よる洪水を想定した水防訓練が、みよし土
地改良区前広場で行われました。尾三消防本
部、三好下・西一色・福田の消防団と区長が参
加したこの訓練では、尾三消防本部職員の指
導の下、積土のう訓練や月の輪工法訓練など
を実施。参加者たちは真剣な表情で訓練に取
り組んでいました。

　「夏の安全なまちづくり県民運動」に併せ
て、市民に防犯意識を高めてもらおうと初め
て企画された「防犯七夕飾り」の展示。防犯に
関する願い事を込めた短冊の飾り付けが行わ
れました。緑丘小学校防犯少年団員で６年生
の岡

おか だ
田栞

し い
依さんと川

かわがしら
頭永

と あ
愛さんが、「犯罪を

なくして明るいみよし市になってほしい」と、
児童60人分の短冊をササに飾り付けました。

防犯七夕飾りの展示
7月1日（水）豊田警察署

水防訓練　
6月28日（日）土地改良区前広場



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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　市内の小・中学校で、市制施行10周年記念
給食が実施されました。この日のメニュー
は、市の郷土料理「鶏めし」、みよし市産の切
り干し大根を使った「元気サラダ」、市の特産
品である富有柿の「柿ゼリー」、そしてお祝い
汁。児童の一人は「美味しかった。特に柿ゼ
リーはしっかり柿の味がした。どれもいっぱ
いおかわりしたよ」と笑顔で話していました。

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
7月4日（土）おかよし交流センター

市制10周年記念給食
6月26日（金）天王小学校

　障がいがある人の芸術・文化を通じた社会
参加を促進するため、ふれあいバード作品展
示会が開催されました。社会福祉協議会が主
催し、開催しているこの展示会。色とりどり
に描かれた絵画など、108点の作品が展示
されました。出展した児童の一人は「絵を描
くのはすごく楽しかった。みんなに見てもら
いたいです」と笑顔で話していました。

　地域で生産された農産物をその地域で消費
する「地産地消」を推進するとともに、市民の
交流の活性化を図ろうと、ぶらり・みよし軽
トラ☆マルシェが開催されました。新鮮な野
菜や果物、手作りのパンや手芸品などさまざ
まなお店が出店。訪れた人たちは出店者から
商品についての話を聞きながら、買い物を楽
しんでいました。

ふれあいバード作品展示会
7月1日（水）～31日（金）イオン三好店



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

18 広報みよし　2020年 8月号

林
はやし

 佑
ゆうせい

星くん
元気いっぱい喜怒哀楽も全
力な佑星！　笑顔が素敵な
子に育ってね。〔三好町〕

3歳

東
ひがしやま

山 聖
せ な

那くん
ぷくぷく大きな可愛い聖那く
ん♡　ニコニコ笑顔でみん
なを癒してね！　〔三好丘旭〕

1歳

平
ひらばやし

林 和
か れ ん

蓮ちゃん
和蓮の笑顔がみんなを和ま
せてくれるね。元気いっぱい
大きくなってね。〔西一色町〕

1歳

村
む ら せ

瀬 鈴
す ず は

波ちゃん
元気いっぱいの優しいお姉
ちゃん。たくさん笑って大
きくなーれ！　〔莇生町〕

3歳

平
へ い ま

間 叶
は な

花ちゃん
元気でおしゃべりな叶花ちゃ
ん☆　優しいお姉ちゃんに
なってね♡　〔三好町〕

2歳

西
にしやま

山 玄
げんしん

真くん
大好きな玄ちゃん♡　これ
からもたくさん食べて元気
に成長してね！　〔黒笹〕

1歳

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　富

と み だ
田 怜

れ あ
愛ちゃん

元気に大きくなってくれて
ありがとう。〔三好丘緑〕

2歳

景
かげやま

山 華
か ほ

帆ちゃん
健康で心の優しい笑顔がス
テキな女の子になってね！

〔莇生町〕

3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17日（月）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。

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。

【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】8月11日（火）必着
【7月号の正解】Ⓒ（応募51通、正解51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】今号の特集の感想を教えてく
ださい。

問題  表紙で紹介した市制施行10周年記念コラボガチャに関
する問題です。ガチャに入っているユニフォームアクセ
サリーの背番号は、次のⒶ～©のうちどれでしょうか。

Ⓐ188　
Ⓑ344　
Ⓒ758

　ユニフォームアクセサリーの背番号は、「みよし」にち
なんだ3桁の数字です！

ヒント



　今年の夏は新型コロナウィルスの影響で、せっかくのお休みもなかなかお出掛けが
できないかもしれません。だからこそ「我が家で食育」！　健康な体の基本は「食」にあ
り！　こんな時こそ、家族のために、自分自身のために、食について見つめ直してみ
ませんか。この夏は、自宅でできる楽しい食育に、Let's チャレンジ！

　子どもと作ったものを一緒に食べて「おいし
い」を共感することが大切です。楽しみながら、
いろいろな作業を体験させてあげましょう。

　短時間でできる食育として「味見」もお勧め。
「おいしい？」ではなく「どんな味がする？」と聞
くと、一生懸命考えて答えてくれるはずです。

　産直マップ片手に、みよし市内の直売所に買
い物に行ってみませんか？　実際に作った人か
ら果物や野菜を買ったり、話を聞いたりするこ
とは、子どもたちにとって食育の良い機会にな
ります。

　10分だけ早起きをして、簡単な朝食づく
りのお手伝いをしてもらいましょう。そし
て、お手伝いをしてくれたら、たくさん褒め
てあげましょう。褒められて自信がつくこと
は、自己肯定感を育てます。

親

　毎日の食事は家族をつなぐ大切な時間で
す。テレビ、スマートフォンは付けずに、食
事とともに家族との会話を楽しみましょう。

話のある楽しい食卓会

子でお買い物親

分でできる「味見」1

　庭の片隅で、プランターで、市民農園で、
野菜を栽培してみませんか？　自分で育てて
食べることは一番の食育です。

菜の栽培・収穫野

食前のお手伝い朝

子でクッキング

家庭でできる「食育」6つの工夫家庭でできる「食育」6つの工夫

一緒に作ってみよう！一緒に作ってみよう！
　今回は、卵・牛乳・砂糖だけでできる、簡単プリンを紹介します。家庭でおいしい時間を楽しみましょう。

・卵…2個（Ｍサイズ）
・砂糖…30g
・牛乳…300ml
・バニラエッセンス
　…少 （々省略可）
・好みのフルーツ
　…適量
・ホイップクリーム
　…適量

写真

① 鍋に牛乳を入れ、沸騰する
手前まで温める。人肌くら
いの温度まで冷ましておく。

③�鍋にプリン型が半分漬かる程度の湯を沸かし
ておく。鍋の底に布巾を敷き、②を並べ、弱
火で7～8分蒸す。火を止めて蓋をしたままさ
らに10分蒸らす。②�ボールに卵と砂糖を入れ、

泡だて器で切るようによく
混ぜる。①を少しずつ加
え、バニラエッセンスを加
えたら、茶こしでこしなが
らプリン型に注ぐ。

④�粗熱が取れたら冷蔵
庫で2～3時間冷や
す。お好みでフルー
ツやホイップクリー
ムを添えて完成！

材料 作り方120mlのプリン型5個分

ワンポイント！
　低脂肪乳でなく
なるべく濃いもの
を使いましょう。
また、牛乳50mlを
生クリームに変え
ると、より滑らか
になります。

今こそ「我が家で食育」！
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我が家de食育 100
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



齋
さいとう
藤 孝

たかし
／著

祥伝社　請求記号410／サ

「ガチ文系のための読む数学」

�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日(8月10日を除く）、8月11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

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！

長田池の南に広がる水田
　市の北部、長

おさだ
田池の南に広がる水田。こ

の時期は青々と稲が育つ水田風景を眺めら
れます。田の横には、NPO法人みよしの
自然環境を守る会が整備を進める「モンゴ
リナラの小径」が。一面の田と両側を森が
囲む光景に懐かしさを感じます。

一般図書
リビー・ウォルデン／文

リチャード・ジョーンズ／絵
横
よこやま
山和

かず え
江／訳

すずき出版　請求記号E／シヨ

　山に棲む小さな虫も大きな獣
も日々のいとなみを繰り返し、
命を繋ぎ続けている。そして、

「山はしっている」 絵本

それら全てを見守っている雄大な山々。そのことを静かに力強
く描いている。子どもにも大人にも読んでほしい絵本。

　利用の際には、手洗い・うがいや咳エチケット、手指消毒にご協力ください。また、長時間の閲覧・滞在はお控えく
ださい。なお、閲覧スペースの一部や学習席・おはなしのへやの利用など、一部サービスを中止しています。来館す
る際は、ホームページで最新情報を確認してからお越しください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症　感染拡大防止のためのお願い

　数学が苦手な人に、数学的な
考え方を分かりやすく紹介した
一冊。日常生活のさまざまな場
面を例に、数学を用いた考え方
を数式を用いずに解説していま
す。物事を多角的に捉える手段
の一つとして、数学的思考に触れてみませんか。　
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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	 風の門　
作 者 名　松

まつなが
永　勉

つとむ

受 賞	 1989年度審査員奨励賞　
設置箇所　三好公園総合体育館南東
制作意図　野外の彫刻は自然や景観と調和のとれたかかわりを持た
なければいけない。現代的素材であるステンレス材を使用して、空
に舞う風を帆のごとく受けた門をイメージして創作した。新しい土
地で新清な印象を与えたい。

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。

9月の講座 　講座は原則予約が必要です。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。

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
6日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可。予約不要
12日（土） 紙粘土で遊ぼう 13：30～15：00 紙粘土でお月見団子やウサギを作る。先着で3人
13日（日） 紙の竹トンボを飛ばそう 13：30～15：00 竹トンボを紙で作り飛ばす。先着で5人

19日（土） パステル画をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。先着で5人。ポケットティッシュ・新聞
紙を持参

20日（日） 葉脈でしおりを作ろう 13：30～15：00 葉っぱから葉脈を取り出してしおりを作る。先着で3人

26日（土）
布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 古い布を使って草履を作る。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5人（小学3年生
以上）

27日（日） 松笠飾りを作ろう 13：30～15：00 大きな松笠で飾り物を作る。先着で4人
開館日毎日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：00 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で10人

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。

紙粘土のお月見
団子、ウサギ

紙の竹トンボ 松笠飾り作って
みよう！



※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 内　容 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。

－ －

CRIANÇAS

▲

乳幼児
健診名 日　程 備　考

3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

9月8日（火）

● 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。

● 健診が中止となっていた影響により、現在健診案内文の通知が遅れています。対象
者には順次ご案内しますので、お待ちください。

● 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。
● 状況により、健診が中止になる場合があります。最新の情報は、ホームページをご

覧ください。

9月29日（火）

1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

9月3日（木）
9月4日（金）
9月9日（水）
9月23日（水）
9月24日（木）

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

9月2日（水）
9月16日（水）
9月30日（水）

集団方式（保健センター）

※検診は要予約です。予約は、健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行ってください。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。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、令和3年3月31日まで託児を中止します。
※子宮頸がん検診は、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。また、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。
※乳がん検診は、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受
けることができません。

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。令和2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3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。無料クーポン券対象者には、
5月中旬にクーポン券と案内文を郵送しました。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

検診名 日　時 対　象 費　用 託児   申し込み

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

8月26日（水）、
9月10日（木）の
8：45～11：30

20歳以上で本年度偶数歳
になる女性、または無料ク
ーポン券対象年齢の女性

800円
（無料クーポン券
対象の人は無料）

無し

8月26日の予約は、7月28日（火）、
9月10日の予約は、8月11日（火）
8：30から受け付け
※検診日の1週間前までに予約を
してください。

乳がん検診（乳房超音波）
Exame de câncer de mama 

（Ultrassonografia Mamária）

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）

40歳以上で本年度偶数歳
になる女性、または無料ク
ーポン券対象年齢の女性

1,200円
（無料クーポン券
対象の人は無料）
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救急医療施設の連絡先
■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。

6日（日） 山口胃腸科外科クリニック
豊田市大清水町原山108-3 ☎0565-46-2211

13日（日）おかもとクリニック
豊田市伊保町下川原97-2 ☎0565-45-3020

20日（日）窪田整形外科リウマチクリニック
豊田市本町高根12 ☎0565-52-1631

21日（祝） 上郷整形外科・リハビリテーション科
豊田市和会町稲葉28-1 ☎0565-25-0377

22日（祝）ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511

27日（日）むつおクリニック
豊田市浄水町伊保原173-1 ☎0565-43-3688

●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

39歳以下の健診の中止について
　本年度の健診は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止します。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

対象

女性がん検診無料クーポン券について
無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

　対象年齢の女性には、がん検診の無料クーポン券を5月中旬に個別に
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。

令和2年4月20日現在、市に住民登録があり、下記の条件を満たす人

●子宮頸がん検診…20歳（平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）の人（年齢起算日：令和2年4月1日）
●乳がん検診…40歳（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ）の人（年齢起算日：令和2年4月1日）

※上記の年齢の人で令和2年4月21日以降にみよし市に転入してきた人は、健康推進課へお問い合わせください。

対象

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… 平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の人、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。

教室・相談事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、乳幼児や妊婦を対象とした教室や、対面での育児相談を
中止しています。ご相談のある人は、保健センターへお電話ください。なお、今後の予定はホームペー
ジをご覧ください。

ホームページ
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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
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
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。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
ャリア、ストック

【譲ってください】
三好中学校のジャージ（下）

【交渉の流れ】
　希望者は8月6日（木）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

特設税務相談
市民課��☎32-8012  N32-8048

　相続、贈与などの税に関する悩みを
一般社団法人FPみよしネットワーク
協会の税理士や行政書士などが応じま
す。秘密は守られますので、お気軽に
ご相談ください。
日時 �9月4日（金）13：30～16：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤
申込 �8月11日（火）～25日（火）に市民

課へ電話、または直接
※予定人数に達した時点で予約を終了
します。

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧に関する実施状況の公表
市民課��☎32-8012  N32-8048
内容 �平成31年4月1日から令和2年3月
31日までの次の閲覧状況の公表

●�閲覧の請求を行った国、または地方
公共団体の機関の名称、閲覧の申し
出を行った法人の名称および代表者
などの氏名
●�請求事由、または利用の目的の概要
●閲覧の年月日
●閲覧に係る住民の範囲
期間 �8月3日（月）～28日（金）
場所 �市役所1階市民課

ふれあいフェスタの中止
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　毎年9月に開催しているふれあいフ
ェスタは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。併催する
第5回ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
は、場所などを変更して開催します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

二輪車の交通事故に気をつけましょう

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　過去5年間の統計を見ると、8月は二輪車の関わる交通
事故死が年間で最も多く発生している月です。
　行楽シーズンを迎え、気分が高揚してツーリングでも
スピードを出しがち。スピードの出し過ぎは、カーブを

曲がり切れずに転倒したり、車線変更や交差点で曲がる際などに自動
車と衝突したりする危険性を高めます。
　また、8月はお盆休みなどに自動車の交通量も増え、交通事故の危
険性も高まります。運転するときは、速度を控えめに、安全運転する
ことを心掛けましょう。
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選考 �1次審査…書類審査、面接、作
文、研修体験、2次審査…面接

申込 �1次募集は9月30日（水）、2次募集
は11月30日（月）までに任意の形
式の履歴書と作文を、あいち豊田
農業協同組合みよし施設園芸支援
センター（〒470-0214　みよし
市明知町大塚132-3）へ郵送、ま
たは直接（持参前に要電話）

※詳しくはホームページをご覧くださ
い。

「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
関わる悩みごと、心配ごとなどについ
て人権擁護委員および法務局職員が電
話相談に応じます。秘密は守られます
ので、お気軽にご相談ください。
日時 �8月28日（金）～9月3日（木）8：30～
19：00（ただし、8月29日（土）・30
日（日）は10：00～17：00）

相談 �相談専用電話…☎0120-007-110、
LINE…LINEじんけん相談@名古屋
法務局（ID：@snsjinkensoudan）

食品衛生月間
愛知県食品衛生協会みよし支部
☎32-4315

　8月は食品衛生月間です。次の点に
注意して食中毒を予防しましょう。

【食中毒予防のポイント】
●�調理器具から汚染が広がるのを防ぐ
ため、包丁やまな板などの器具は生
肉や生魚介類を扱った後は洗剤で洗
浄し、熱湯消毒をしましょう。
●�加熱しないで食べるサラダ類は初め
に調理し、生肉や生魚介類は最後に

取り扱いましょう。
●�調理前にはしっかり手を洗い、特に
手に傷がある時や手荒れをしている
時は、加熱後の食品や調理器具に素
手で触れないようにしましょう。

ハローワーク豊田
臨時窓口の設置
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400　部門コード41♯ 
日時 �8月5日（水）・13日（木）9：30～
12：00

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

放送大学10月入学生
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学では、2020年度第2学期
（10月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビやインターネットを
利用して授業を行う通信制大学です。
出願受け付けは、9月15日（火）までで
す。詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。

浜松職業能力開発短期
大学校秋期入学生募集
浜松職業能力開発短期大学校
学務援助課　
☎053-441-4444 
科目 �電気技術科（日本版デュアルシス
テム）

期間 �令和2年10月～令和4年9月
対象 �概ね55歳以下で次の要件に該当
する人

①�高等学校を卒業している（令和2年9
月卒業見込者も含む）
②�高等学校卒業と同等以上の学力を有
すると認められる

定員 �12人　試験 �9月11日（金）
選考 �筆記試験（数学Ⅰ）、小論文、面接
※出願方法など詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。

第38回みよし市郷土芸能伝承
活動発表会の中止
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
　地域に古くから受け継がれる郷土芸
能を守り、伝えるために開催していた
みよし市郷土芸能伝承活動発表会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。

個人事業税第1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1期分の納期限は、
8月31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1期分と第2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。
　詳しい納税方法については、
愛知県税務課のホームページ
をご確認ください。

令和3年度施設園芸研修生の募集
あいち豊田農業協同組合
みよし施設園芸支援センター

（ＭＧＭＩ～恵み）
☎33-1800 

内容 �就農のための野菜栽培や経営管理
などを学ぶ

期間 �令和3年4月～令和5年3月
対象 �令和3年3月に高等学校を卒業見
込みからおおむね46歳までで、
研修終了後もJAあいち豊田管内
（みよし市、豊田市）に居住、およ
び就農できる人

定員 �2人

ホームページ

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
生涯学習講座募集方法の変更
生涯学習推進課　
サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　年3期で開催している生涯学習講座
の募集方法が変わります。詳しくは生
涯学習推進課、またはホームページで
ご確認ください。
対象 �市内在住、在勤、または在学の人
（原則義務教育修了者）

申込 �毎月1日から生涯学習推進課およ
びホームページで公開する講座一
覧をご確認のうえ、8月7日（金）か
ら電話、または窓口へ直接

令和3年成人式
教育行政課 ☎32-8028  N34-4379

　令和3年成人式は、サンアート大規
模改修および新型コロナウイルス感染

症対策のため、総合体育館で2部に分
けて開催します。市内在住の新成人の
皆さんは、12月に送付する案内状で
詳細をご確認ください。
日時 ��令和3年1月10日（日）①11：00～、
②15：00～

場所 ��総合体育館アリーナ
対象 ��①北中・三好丘中学校区、②三好
中・南中学校区

他 ��市外在住で参加を希望する人は、
事前の申し込みが必要

第4回「ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ」
緑と花のセンター
☎34-6111　N34-6161

　軽トラックの荷台などを店舗に見立
て、新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨な
どをお値打ちに販売します。
日時 ��8月8日（土）9：00～11：30（雨天開
催）

場所 ��おかよし交流センター駐車場

母子家庭など
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコンや調剤薬局事務などの講習
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（水）～28日（金）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

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229
　着物地を使ってベストを作る教室を
開催します。
日時 ��8月20日（木）、9月17日（木）13：
30～15：30（2日間の参加が必要）

場所 ��エコサイクルプラザ（東郷町大字
諸
も ろ わ

輪字百
ど ど

々51-23）
対象 �みよし市・日進市・東郷町在住
定員 �抽選で8人　費用 �1,200円
持物 �裁縫用具
申込 �8月9日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

健康・福祉
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
　認知症やその投薬などについて、医
師との座談会を開催します。
日時 �8月28日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �認知症の（認知症と思われる）家族
を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ホームページ

ホームページ

　　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。
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場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

がんサポートほっとライン
NPO法人ミーネット
☎052-684-8686
　愛知県では、がんのピアサポーター
が、患者さんとその家族を対象に、が
んの不安や悩み、医療機関の情報など
について、電話相談を行っています。
日時 �毎週火・木曜日、月2回指定する
土曜日10：00～12：00、13：00～
16：00

子育て
令和2年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験
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入学
資格が与えらます。
日時 �10月22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
務猶予免除者で、令和3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3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3年3月31日までに満16歳以
上になる（①および④に該当する人
を除く）
④�日本の国籍を有しない人で、令和3
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 �9月4日（金）までに出願書類（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て書留
で郵送

幼稚園の入園受け付け
みよし市私立幼稚園協会
　令和3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
稚園へお問い合わせください。
受付 �10月1日（木）から
※願書は9月1日（火）から各幼稚園で
配布します。

【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

親子ふれあい遊び
三好丘地区子育て支援センター  
みどり保育園内  ☎36-0785  N36-5675
日時 �9月10日（木）10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で12組　費用 �一人15円
申込 �8月27日（木）～9月3日（木）に三好
丘子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

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

　名古屋グランパスとの協働により、
高齢者がお孫さんと一緒に参加できる
健康増進教室を開催します。
内容 �名古屋グランパスのスクールコー
チによるサッカーボールを使った
健康増進トレーニングと健康講座

※今年度の試合観戦はありません。
日時 �9月20日（日）10：00～12：00（雨
天中止）

場所 �旭グラウンド
対象 �市内在住の60歳以上の人とその
孫（幼稚園･保育園児（年長）～小学
生）。ただし、孫は市外在住でも
可。また、60歳以上の人のみで
も可

費用 �1人30円（保険料）
申込 �8月24日（月）までに長寿介護課へ
電話、または直接

認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎ 33-0791  N34-0786

　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。お気軽にご
参加ください。
内容 �脳トレや健康体操などの介護予防
日時 �8月27日（木）13：30～15：00
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子育て
親子リトミック
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内  ☎36-5722  N36-5108
日時 �9月7日（月）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �一人15円
申込 �8月24日（月）～31日（月）に黒笹地
区子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会
ファミリー・サポート・センター
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。会員になるためには、入会説
明会、講習会の受講が必要です。
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9日（水）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カ月から小学6年生までの子
どもを養育していて育児援助を受
けたいと思う人、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4日（火）～25日（火）（日・月曜
日を除く）9：00～17：00に、住
所・氏名・年齢・電話番号を明らか
にして、ファミリー・サポート・セ
ンターへ電話、または直接

スポーツ
市制施行10周年記念
卓球競技技術講習会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

内容 �ロンドンオリンピック卓球団体で
銀メダルを獲得した平

ひら の
野早

さ や か
矢香さ

んによる技術講習会、2017年卓
球世界選手権大会混合ダブルス優
勝の吉

よしむら
村真

ま は る
晴さん、2016年卓球

全日本選手権大会シングルス3位
の平

ひらの
野友

ゆうき
樹さんによる模範試合

日時 �9月27日（日）13：00～16：20
場所総合体育館　対象 �どなたでも可
申込 �8月30日（日）までに、申込書（総合
体育館で配布、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、総合体育館へファク
ス、または直接

※申し込み多数の場合は抽選となりま
す。

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
�部門 �①市長杯硬式テニス大会…男子・

女子ダブルス（1セットマッチ）、
②市民硬式テニス大会…男子・女
子ダブルス（1セットマッチ）

日時 �10月17日（土）9：00～（予備日24
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2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
�申込 �9月6日（日）までに長山さんへメー

ル（{i-nagayama@tim.hi-ho.ne.jp）

ダンス教室
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �毎週土曜日の①13：00～13：50、
②14：00～14：50

場所 �サンヴィッツ宝栄
対象 �①年中園児～小学4年生、②小学
5年生～高校生

定員 �各部先着で若干名
費用 ��月額5,500円
※なかよしクラブ会員以外の人は、別
途年会費・スポーツ保険料が必要です。
申込 �平日（月曜日を除く）13：00～17：
00、土・日曜日9：00～12：00、
13：00～17：00になかよしクラ
ブ出

いずはら
原さんへ電話（☎090-7033-

2211）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　　有料広告

ホームページ
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第15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5日（土）開催の第15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5日～12月3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

申込 �8月1日（土）～26日（水）に参加費
を添えて、総合体育館へ直接

【選考会】
�種目 �小学生男子・女子…1,200m、中学

生男子・女子・一般女子…3,000m、
ジュニア女子・40歳以上男女…4,0

　　00m、ジュニア男子・一般男子…
　　5,000m
日時 �9月12日、10月3日の土曜日17：
30～19：00

�場所 �三好公園陸上競技場
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。
②�9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
選手候補者を各区2人選出します。
申込 �9月5日（土）までに申込書
（総合体育館で配布、ま
たはスポーツ課ホーム
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

※別途、スポーツ傷害保険への加入が
必要です。
※大会の開催可否により中止する場合
があります。

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
　皆さんの参加をお待ちしています。
部門 �中学生の部（中学1・2年生）・一般
の部（中学3年生以上）

日時 �中学生の部…9月12日（土）、一般
の部…9月13日（日）9：00～

場所 �三好公園テニスコート
費用 �500円（高校生以下は100円）
�申込 �8月28日（金）までに申込書（総合

体育館で配布）を総合体育館へ
ファクス（N34-6030）、または
直接

採　用
訪問看護職員
みよし市訪問看護ステーション
みよし市民病院内
☎33-3300　N33-3308
　詳しい募集案内などは、ホームペー
ジをご覧ください。

【常勤職員】
職種 �訪問看護職員（看護師）
賃金 �募集案内を参照
対象 �昭和36年4月2日以降に生まれ、看
護師の資格を有する人

人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
採用 �随時
申込 �提出書類をそろえて、市民病院管
理課へ郵送、または直接

【令和2年度会計年度任用職員】
職種 �訪問看護職員（看護師）
賃金 �時給1,300円～1,436円
対象 �看護師の資格を有する人
人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
採用 �随時
申込 �提出書類をそろえて、市民病院管
理課へ郵送（〒470-0224��三好町
八和田山15）、または直接

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3年4月採用予定の職員を募集
します。受験資格や申込方法など、詳
しくはホームページをご覧ください。
職種 �事務職、技術職（土木・建築・電気・
機械・化学・情報）

※技術職は、各学校で専攻した人に限
ります。
試験 �1次…9月20日（日）、2次…10月
18日（日）、3次…11月下旬（予定）

申込 �8月19日（水）まで（必着）に提出書
類をそろえて、愛知中部水道企業
団総務課へ郵送（〒470-0153�東
郷町大字和

わご う
合字北

きたかがや
蚊谷212）、ま

たは平日に直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

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)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

   8 土
木8

   12020

　　有料広告



9月の相談
◦�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（木）13：00～16：00 市役所2階201会議室 不要
法律相談 11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 15日（火）13：00～16：00 市役所2階202会議室 不要

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
る）

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

不要毎週月曜日9：00～12：00 保健センター
毎週火曜日9：00～12：00 市役所2階納税課
毎週金曜日9：00～12：00 市役所2階子育て支援課

年金相談 9日（水）13：00～16：00 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）

女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話（電話相談後に面接相談可）不要（面接相談は要予約）
子育て支援課
☎32-9539（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 市役所2階子育て支援課 不要 子育て支援課☎32-8034

子育て相談
毎週火～金曜日9：00～16：00 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 3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 9日・23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（土）・20日（日）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）
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 8日（火）9：00～、10：00～、11：00
～ 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 8日（火）13：00～、14：00～、15：
00～

栄養・歯科相談 9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
夜間エイズ・梅毒検査 7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不要エイズ・肝炎・梅毒検査 毎週火曜日（祝日を除く）9：00～11：00骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談 11日（金）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337

検便・水質検査 毎週火曜日（祝日を除く）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
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Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※�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：2,200人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年7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

　みよしの市政ニュースなどを制作しているひまわり
ネットワーク。ひまわりショップみよし店で行われて
いる番組収録を見学させていただきました。アクセン
トの確認や、ニュースを一字一句正確に伝えるため
に、本番直前まで原稿読みを繰り返していました。本
番では空気がガラっと変わり、ありきたりですが「さ
すがはプロ」思わず背筋を正してしまいました。（め）

    

Sala de Promoção do Subsídio Especial de Valor Fixo
☎0561-76-5105  N0561-76-5021
O prazo para a solicitação do Subsídio Especial de Valor 
Fixo de ¥100,000 por pessoa pago por família é até o 
dia 11 de Agosto (terça-feira), sendo aceitável e válido 
o carimbo postal do dia. As famílias que ainda não 
solicitaram deverão realizar a solicitação dentro do prazo 
estabelecido. Se por acaso seu formulário não chegou, 
ou se perdeu o formulário, ou se apesar de ter feito a 
solicitação o subsídio ainda não foi depositado, por favor 
entre em contato com a Sala de Promoção do Subsídio 
Especial de Valor Fixo.

Application Deadline for Special Cash 
Payment Drawing Near 
Special Cash Payment Office 
☎0561-76-5105  N0561-76-5021
In response to economic hardship caused by the pandemic, 
a “Special Cash Payment” provides a uniform payment of 
100,000 yen for each household member. The deadline for 
application is August 11 (Tue) (documents postmarked with 
this date will be valid).  Any households yet to apply are 
asked to submit an application by the deadline. Anyone who 
did not receive an application, has lost the application, has 
applied but not received a money transfer to their account, 
or has encountered other difficulties, please inquire at the 
Special Cash Payment Dept.

特
とくべつ

別定
ていがく

額給
きゅうふきん

付金の申
しんせい

請期
き げ ん

限が迫
せま

っています
O prazo para a solicitação do Subsídio 
Especial de Valor Fixo está chegando ao fim

（日本語の記事は14ページ参照）   

Setor do meio ambiente
☎0561-32-8018  
N0561-76-5103
Já se sentiu confuso quanto a como separar 
os recursos e lixos e quando descartar? Com o 
aplicativo de separação de recursos e lixos “3R”,
você poderá facilmente buscar o método de 
separação e ainda fazer bom uso do sistema de 
notificação dos dias de descarte de recursos e 
lixos. O aplicativo estará disponível em inglês, 
português, chinês e vietnamita. Por favor, sinta-se 
à vontade para usar o aplicativo!

Recyclables / Trash Sorting App  
“3R” 
Environment Division
☎0561-32-8018  
N0561-76-5103
Have you ever struggled with how to sort 
recyclables or household trash and the various 
collection dates? This “3R” app for sorting 
recyclables and trash makes it easy to look up 
how to sort and also includes a function to notify 
the user of the collection day for each recyclable 
or trash type.  It is available in English, 
Portuguese, Chinese and Vietnamese. Please give 
it a try!

資
し げ ん

源・ごみ分
ぶんべつ

別アプリ「さんあ～る」
Aplicativo de Separação de Recursos 
e Lixo “3R”

（日本語の記事は裏表紙参照）

Baixar o aplicativo

Download the app
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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19：00、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3日（月）、9月7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

資源・ごみ分別アプリを配信しています！

資源やごみの分別方法や収集日に、悩んだことはありませんか？　
「さんあ～る」は、分別方法を検索したり、資源やごみの収集日をお知らせするアプリです。

さんあ～る
　

環境課　☎32-8018 N76-5103

英語、ポルトガル語、
中国語、ベトナム語に
も対応！

●    分別方法の検索
　資源・ごみの品目名から検索できます。
●分け方・出し方ガイド
　 資源・ごみの分別ポイントや、リサイクルステーション

などについて確認できます。

主　な　機　能

●通知機能
　 アラームで収集日をお知らせします。
　 市からの資源・ごみに関するお知らせが表示されます。
● 収集日カレンダー
　収集日をカレンダー形式で確認できます。

【初期設定】

都道府県から住所を
選択

▶

選択した住所を確認
して「OK」をタップ

【通知設定】

インストール後の手順

アプリのインストール

スマートフォンやタブレットの各ストア
から「さんあ～る」で検索してダウンロー
ドしてください。右記のQRコードでもダ
ウンロードできます。
パソコンはhttps://manage.delight-
system.com/threeR/web/init/miyoshishi
から閲覧できます。

アプリ利用料無料※通信料を除く

▼Android用▼ios用

●ごみ出し日通知
　 「メニュー」→「設定」から通

知 のON/OFFと、 通 知 時
間の設定ができます。

● インフォメーション通知
　 市からのお知らせを通知し

ます。「メニュー」→「設定」
から ON/OFF が設定でき
ます。
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