広報

みなさんと市政を結ぶホットライン

みよし

Miyoshi

No.1220

2021

city magazine

特 集 人生会議をはじめよう
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▪保健ガイド･･･18

なる風景に出会えます。夕暮
れどきには水面に夕日が映
り、刻々と変化する光景に心
を奪われます。

▪みよしインフォメーション･･･20

あなたは、人生の終わりまでをどのように過
ごしたいですか？

せん。その人たちに、何をしてもらいたいか、

もし病気になった場合に、

自分の意思を伝えておく必要があります。人生

治療の方法や最期の時を過ごす場所などを自分

の最期を自分らしく迎えるために考えてみませ

で意思決定することが理想ですが、もしそれが

んか。自分らしい人生を生きるために、大切に

できない場合、あなたに代わって決断するのは

したいことを大切な人と話しませんか。

家族であったり友人であったりするかもしれま
長寿介護課

☎32-8009 N34-3388

人生会議
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人 生会議とは…？
自分が望む医療・ケアや、自分が人生の中で大切に

と、約 70％の人が、医療やケアなどを自分で決めた

していることなどを「もしも」のときに備えて家族や信

り望みを人に伝えたりすることができなくなるといわ

頼できる医療・介護スタッフと繰り返し話し合い、共

れています。人生会議をすることは、自分のためでも

有する取り組みのことです。これを ACP（アドバンス・

あり、大切な人のためでもあるのです。また人生の最

ケア・プランニング）と呼んでいます。

期について考えることで、今をよりよく生きるための

命に関わる大きな病気やけがをする可能性はいつで
も誰にでもあります。命の危機が迫った状態になる

ヒントを見いだす前向きな活動として広がりをみせて
います。

をはじめよう
～11月30日
（いい看取り・看取られ）は人生会議の日
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人 生会議のすすめ方
人生会議のポイントは「たくさん話すこと」。そして
その過程がとても大切です。医療や介護などの専門職

を行い、それを周囲と共有していきます。関わっても
らえる人を増やしておくことも重要です。

の人から適切な情報提供を受けた上で本人が意思決定

人生会議

すすめ方の一例
もし生きることができる時間が限られているとした

ステップ

ら、何を大切にしたいですか。今取り組んでいること

大切にしたいことは
何かを考えてみる

ステップ

や生きがい、これからしたいことは何ですか。
例）
・家族や友人のそばにいること
     ・痛みや苦しみがないこと

自分で意思決定ができなくなったときに代わりに意

信頼できる人は誰か
考えてみる

市民の実際は…

思決定をしてほしい、自分が最も信頼できる人は誰で
すか。一人だけに決める必要はありません。

出典：第8期みよし市高齢者福祉計画兼介護保険事業計画
（令和3年3月）

あなたは、ご家族と将来のこと
（医療や介護等）
について話し合っていますか。
話し合っておらず、
話し合う予定はない
（10.4％）
％）

無回答（6.2％）

ない
分からない
（12.7％）

すでに話し
合っている
（36.0％）

話し合っていないが
（34.7％）
（3
話し合ってみたい

回答者：
市内在住の65歳以上の高齢者や要支援認定者
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あなたは、

話し合っておらず、
話し合う予定はない
（7.3％）

無回答
（10.5％）

いないが
話し合っていないが
話し合ってみたい
みたい
％）
（14.8％）

すでに話し
合っている（39.3％）
合ってい

分からない
（28.3％）

回答者：
市内在住の要介護認定者

回答者：
市内在住

希望する医療やケアについて考えるため病名や病状、

ステップ

今後予想される病気の経過な

かかりつけ医などに
相談・確認する

どをかかりつけ医や介護などの
専門職の人に確認しましょう。

どのような医療やケアを受けたいか、どのように過

ステップ

ごしたいかなどを信頼できる家族や友人と考えてみま

信頼できる人と話し
合ってみる

しょう。
例）
・入院するのはイヤだ
  ・人工呼吸器はつけたくない

今まで考えてきたことを、信頼できる家族や友人、

ステップ

医療・介護従事者にも伝えてみましょう。伝えるだけで
なく、記録するなどして周囲の人と共有することが大

周囲の人に伝える
ポイント

切です。

ステップ1～5を何度も繰り返して話し合うことが大切です

下記に示したグラフから、本市の65歳以上の高齢
者、要支援・要介護認定者の約4割は、自宅で最期を迎

分の価値観や人生観、自分がどこでどのような医療を
受けたいかなどを十分に話しておきましょう。

えたいと希望していることが分かります。日頃から自

、人生の最期をどこで迎えたいですか。
無回答
（4.7％）

病院・施設
院・施設
（15.4％）
分からない
（16.4％）

自宅
（36.5％）

本人に、人生の最期をどこで迎えて
ほしいと考えていますか。
（8.5％）
無回答

病院・施設
（9.5％）
まだ考えていない
（16.8％）

まだ考えていない
（27.0％）

の65歳以上の高齢者や要支援認定者

自宅
（35.5％）

分からない
（29.8％）

回答者：
市内在住の要介護認定者

本人の意思が確認
できていない
（4.0％）

自宅
無回答
（23.5％）
（15.3％）

病院・施設
（21.5％）

まだ考えていない

（18.3％）
分からない
（17.5％）

回答者：
市内在住の要介護認定者の主な介護者
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Interview
ACP アドバンス・ケア・
プランニングのすすめ
みよし市民病院

な る せ さとる

成瀬達病院事業管理者

外来で
「女性は２人に１人が、男性でも4人に１

護も、患者さんに自己決定能力があることが前提で

人が90歳まで生きる時代です」と伝えると、「いえ

す。この能力が無くなったら、どうなるかを考えて

いえ、私はとてもそこまでは」と答える方が多いの

みましょう。ACP

です。
「それではどんな最期を望みますか」と聞く

世話になることを）プラニング（計画する）とは、エ

と、
「ぴんぴん、ころり」がよいとのこと。残念なが

ンディングノート※を書く（死に支度をする）ことと

らその望みがかなう人は、ほんの一握りです。社会

同じではありません。「ヨロヨロ」と生きる過程を理

学者の春 日キスヨさんによれば、多くの高齢者は

解して、自分に必要な医療と介護を周りの人と一緒

80代、90代の老いの坂を「ヨロヨロ」と生き、「ド

に考え、共有することなのです。まず、「ドタリ」と

タリ」と倒れ、誰かの世話になって生き続けるとい

倒れたとき、誰に助けてもらうのかを決めましょ

います。ところが「ヨロヨロ」生きる人生がどんなも

う。身を託す人が決まれば、自分の考えを伝えるこ

のか、リアルにイメージできないため、準備をして

とからACPが始まります。「息子（娘）だから言わな

おく人は少ないのです。

くても分かってくれる」ではなく、相手の考えも聞

かすが

年をとれば、知力も衰える。認知症は80歳代の
前 半 で 人 口 の お よそ20%、 後 半になればおよそ
40%、90歳代前半で60%にもなります。医療も介

『終活交流会』
を開催します

いて決めること（人生会議）がとても大切なのです。
※自分の人生の終末に備えて記すためのノート
参考図書：
春日キスヨ
『百まで生きる覚悟』
光文社親書
（2018 年）

in

warau café

きたよし地域包括支援センター
元気なうちに“自分らしい終わり方”
を考えてみ
ませんか。専門家のお話を交えながら、みんなで
話し合いましょう。
日時 11月8日(月)14：00～16：00
場所 三好丘旭1-4-8
講師 豊田加茂医師会在宅相談ステーション職員
対象 どなたでも可
定員 10人程度
申込 きたよし地域包括支援センターへ電話
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アドバンス（前もって）ケア
（お

☎33-0791 N33-0786

Interview
『最期まで貴方らしく』
私たちの願い
みなよし地域包括支援センター

こんどう り

え

近藤理恵主幹

地域の高齢者の方々にACPについてお話をさせ

今後、ACP（人生会議）という言葉が少しずつ世

ていただくとき、私はいつも数年前に亡くなった父

間に広がり認知されていくでしょう。「あなたはど

と、近くに住む母の話をします。

うしたいですか？」元気に暮らしているうちに、自

私の経験談の一つですが父が病に倒れ、医師から

分の考えがしっかり伝えられるうちに、残される家

気管切開をするか否かと尋ねられたとき、本人の意

族のためにその思いを伝えて欲しいのです。あなた

思を確認することもできず家族会議をしました。言

があなたらしく最期を迎えることができたと残され

うまでもなく家族内での結論は「一択」ではありませ

た家族みんなが納得するためにも。

んでした。昔は大家族。家族団らんの会話のなかで
自分の意思を伝え、家族がその意思を知ることがで

まずは口に出して言葉にしてください。大切な誰
かに伝えるとき、人生会議が始まります。

きたかと思います。でも、今は核家族が増え「直接
伝える場や手段」が減っているのが現実です。
「私はまだまだ元気！

大丈夫！

先のことなん

て考えられない」
「元気で長生きしてほしいのにそ
んな縁起でもないこと聞けない」と多くの人は思う
でしょう。

ACPをもっと知ろう

in

中央図書館 サンライブ内

ACPとは何か、どうすればACPを実践できるのか、などACPを知ってもらう本や
情報を紹介するコーナーです。自分の思いを大切な人と共有するきっかけになるよう
に、ぜひ手にとって読んでみてください。
日時

11月23日(火)～12月7日
（火）
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市政ニュース

皆さんに納めていただいた税金などが、どのように使われているのかを知っていただく

令和2年度

決算報告
財政課

ため、市の決算状況をお知らせします。
令和2年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入425億9,640万5千円、歳

☎32-8002
N76-5021

一般
会計

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。

出390億3,695万4千円でした。前年度と比較すると、歳入で53億218万6千円の増額、
歳出で41億8,588万5千円の増額となりました。

計画的かつ効率的な行財政運営により、令和2年度の一般会計では、実質収支
（歳入決算額から歳出決
算額を差し引いた額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いたもの）で、24億525万9千円の黒字決算とな
りました。
市債（2.1％）
7億4,120万円

地方消費税交付金
（4.1％）
14億2,506万円

その他依存財源（2.3％）
8億2,936万2千円

県支出金
（4.4％）
15億3,003万円

市税（44.4％）
155億4,687万8千円

国庫支出金
（25.5％）
89億1,602万円

依存財源
38.4％

歳入

市税の内訳

350億

その他自主財源
（0.2％）
7,427万8千円

2,282万3千円

自主財源
61.6％

分担金及び負担金
（0.5％）
1億6,990万2千円
使用料及び手数料
（0.7％）
2億3,057万3千円
諸収入
（1.9％）
6億6,707万6千円

繰越金
（6.4％）
22億5,812万9千円

公債費
（2.9％）
9億638万円

その他（0.1％）
1,129万2千円

消防費
（2.9％）
9億1,575万2千円

衛生費
（9.6％）
30億4,925万7千円

土木費
（12.0％）
37億9,614万7千円

総務費
（30.7％）
97億2,675万円

歳出

316億

9,079万9千円

71億3,543万5千円

固定資産税

69億6,774万2千円

都市計画税

9億2,761万8千円

市たばこ税

3億8,293万4千円

軽自動車税

1億3,315万円

繰入金（7.5％）
26億3,431万6千円

農林水産業費（1.6％）
5億65万8千円
議会費（0.7％）
2億3,340万6千円

商工費
（2.4％）
7億7,129万5千円

市民税

用語解説
歳

入

市に入ったお金

歳

出

市が使ったお金

市

税

市民の皆さんや事業所などが
納めたお金

繰入金

特定の目的のために基金から
繰り入れたお金

繰越金

前年度から繰り越されたお金

諸収入

預金利子やその他の収入

分担金及び 市が行う事業の受益者からの
負担金
応分の負担金
国庫支出金

市が行う事業に対する国から
のお金
（負担金や補助金）

地方消費税 地方消費税
（市町村分）のうち
交付金
県から市へ配分されたお金

教育費
（13.4％）
42億6,010万円
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民生費
（23.7％）
75億1,976万2千円

県支出金

市が行う事業に対する県から
のお金
（負担金や補助金）

市

事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金

債

特別会計

会

計

歳

国民健康保険特別会計

特定の事業を行うための収

入・支出について、一般会計
と区別して経理が行われる会
計です。

介護保険特別会計

介護サービス事業勘定
計

24億1,534万8千円

6億9,468万6千円

6億9,231万1千円

75億7,358万2千円

下水道事業

企業会計
独立採算制を原則とした、

企業的色合いの強い事業を行
う会計です。

※△はマイナスを表します。

区

出

24億8,246万1千円
4,752万5千円

後期高齢者医療特別会計

歳

41億9,202万5千円

25億2,998万6千円

保険事業勘定

合

入

43億 4,891万円

24億6,181万9千円
4,647万1千円

73億4,615万6千円

病院事業

分

決算額

区

分

決算額

事業収益

18億6,364万3千円

事業収益

29億1,188万8千円

事業費用

17億8,858万9千円

事業費用

29億5,050万7千円

事業収支

7,505万4千円

事業収支

△3,861万9千円

資本的収入

5億7,672万円

資本的収入

3億8,256万4千円

資本的支出

8億4,130万7千円

資本的支出

5億225万8千円

資本的収支

△２億6,458万7千円

資本的収支

△1億1,969万4千円

民生費

総務費

土木費

教育費

15万8,840円

12万2,800円

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに

6万9,569円

6万1,992円

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに
消防費

衛生費

4万9,795円
保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに

1万4,954円

市民1人当たりに
使われたお金は…

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策

51万7,519円

公債費

1万4,801円

商工費

※ 令 和3年4月1日 現 在 の
人口6万1,236人で計算。

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に

1万2,595円

商工業の振興や
観光事業などに
災害復旧費

農林水産業費

議会費

労働費

19円

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに

議会活動や議員
報酬などに

165円
勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

暴風、豪雨、地
震などによる災
害の復旧に

8,176円

3,812円

健全化判断比率・資金不足比率
健全化判断比率とは、市の財政が健全に運営できているかを判断する指標のこと。資金不足比率とは、下水道事業会計と
病院事業会計について赤字の程度を示したもの。
みよし市は、全ての比率で基準を大きく下回っているため、財政構造の健全性が保たれているといえます。
健全化判断比率
実質赤字比率

一般会計などの赤字の比率

連結実質赤字比率 市全体の赤字の比率

比率

基準値

－

※1

12.61

－

※1

17.61

実質公債費比率 市全体の借入金返済額の大きさを示す比率

3.0

25.0

将来負担比率

－ ※2

350.0

将来負担すべき実質的負債の比率

資金不足比率
下水道事業会計と病院事業会計につい
て、いずれも資金不足額はありませんで
した。

※1 本
 市が黒字であるため算定されません（実質黒字の比率は13.61％、連結実質黒字の比率は20.89％）
。
※2 将来負担額を上回る基金などの財源があるため算定されません。
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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。

教育委員会教育委員の就任および
教育長職務代理者の指名

教育行政課

☎32-8028
ひ

び

市民病院救急診療の休診

市民病院

N34-4379
の な お こ

みよし市教育委員の日比野直子さんの任期が、令和3

☎33-3300

N33-3308

電気事業法による病院内の電気設備点検実施のため、

年9月30日をもって満了となり、10月1日から新たに

以下の時間帯で救急診療を休診します。ご理解とご協力を

加藤知子さんが就任しました。任期は令和7年9月30日

お願いします。

か と う と も こ

までです。また、みよし市教育委員会は臨時教育委員会
はらぐち ゆ

り

臨時休診日

こ

を開き、今瀬教育長が教育長職務代理者に原口百合子さ
んを指名しました。

11月13日（土）8：30～17：15

教育委員

教育長職務代理者

加藤知子さん

原口百合子さん

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康推進課

新型コロナワクチン接種推進室

☎34-5311

N34-5969

予約方法など不明な点がある場合は、

みよし市では、新型コロナワクチン接種対象者のうち接
種完了者が80％以上に達したため、集団接種の実施を終

保健センターまでご連絡ください。

了しました。
今後のワクチン接種については、みよし市民病院など個
別医療機関で実施していきます。接種を希望する人は各医
療機関に直接連絡してください。

市税などの納期

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
固定資産税・都市計画税

（普）…普通徴収
納付期限
3期 12月27日

国民健康保険税
（普）
、介護保険料
（普）
、 5期 11月30日
後期高齢者医療保険料
（普）
6期 12月27日
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みよし市の人口

（令和3年10月1日現在）
人口     61,217人（＋5人）
男性     31,436人（＋24人）
女性     29,781人（－19人）
世帯数  24,981世帯（＋42世帯）
※（

）は前月比

  

※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。

NEWS 119 尾三消防

尾三消防組合

☎38-0119

みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

全国一斉 秋の火災予防運動
11月9日～11月15日

これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなり
ます。防火対策は万全でしょうか？ この機会に防火対策な
どをチェックしてみましょう。

【住宅防火

いのちを守る

10のポイント】

4つの習慣
●寝たばこは絶対にしない、させない。
●ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
●こんろを使うときは火のそばを離れない。
●コンセントはほこりが堆積しないよう清掃し、不必
要なプラグは抜いておく。

6つの対策
●ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使
用する。
●住 宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目
安に交換する。
●部屋を整理整頓し、寝具や衣類、カーテンは防炎品
を使用する。
●消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
●お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方
法を常に確保して備える。
●防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより地域ぐ
るみの防火対策を行う。

令和2年度尾三消防組合一般会計決算
令和2年度は、歳入総額36億7,482万2千円に対
し、歳出総額36億1,089万5千円で、執行率98.3％
となりました。
消防広域化のスケールメリットを最大限に活用する
とともに、消防のサービス向上を目指し
「住民から信
頼される消防、住民に安全・安心を提供できる消防」の
実現に向け盤石な消防組織を目指していきます。
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ま ち の話 題
ダイジェ スト

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。

ホームページ

名古屋グランパスエイトへの
ナシの贈呈式

9月9日
（木）
トヨタスポーツセンター
みよし市と J A あいち豊田、みよし果樹組
合が株式会社名古屋グランパスエイトの応
援を通してみよし市の特産品である果樹を
PRしようと、ナシ（あきづき）
50 玉を贈呈し
ました。贈呈したあきづきは、甘みが強く人
気が高いナシ。名古屋グランパスエイトの
こにし こうき

小 西工 己代表取締役社長は「みよしのナシを
食べて頑張ります」と話していました。

地域HAPPYプロジェクト
9月21日（火）三好中学校

お世話になっている地域の人たちに幸せな
気持ちになってもらおうと三好中学校で行わ
れているこの企画。この日は生徒会役員が、
施設の職員や友達への感謝の気持ちなどが書
かれたメッセージカードを模造紙に貼り付
ける作業を行いました。生徒の一人は
「メッ
セージを見た人たちが温かい気持ちになった
らうれしいです」と笑顔で話していました。

鉄道事故対応訓練
10月4日
（月）
三好ケ丘駅

鉄道事故発生時の鉄道会社と消防機関の連
携を図ることを目的に、尾三消防本部と名古
屋鉄道株式会社が合同で実施しました。電車
内で火災が発生したという想定で、消火や負
傷者の搬送などの訓練が行われました。参加
した名鉄の職員は「今回の訓練を通じて、あ
らためて非常時における安全かつ迅速な対応
が必要だと感じました」と話していました。
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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。

みよしTODAY

親子ザリガニ釣り大会
9月11日
（土）石川家住宅

親子ザリガニ釣り大会が開催され、7 組の
親子が参加しました。職員から釣り方のコツ
を聞いた後、庭の池で釣りを開始。最初は苦
戦していましたが、ザリガニがいそうな場所
が分かると次々と釣り上げていました。参加
した親子は釣ったザリガニを見ながら
「ザリ
ガニ釣りは初めてでしたが、たくさん釣れて
楽しかった」
とうれしそうに話していました。

灰釉陶器づくり体験
10月2日（土）サンライブ

みよし市の伝統文化を体験し興味を持って
かいゆう

もらおうと、灰釉陶器づくり体験が行われま
した。３日間の体験のうち、この日は灯籠と
マグカップを作製。筒に粘土を巻き付けて形
を作り、模様や絵を描くなどしてオリジナル
の作品を制作しました。参加した男の子は
「出来上がったマグカップでジュースを飲み
たい」と完成を楽しみにしていました。

軽トラ☆マルシェ

10月9日
（土）イオン三好店駐車場
地産地消や市民交流の活性化を目的に、ぶ
らり・みよし軽トラ☆マルシェが開催されま
した。この日は野菜や花、手作りパンや手芸
品などのお店が出店。訪れた人たちは出店者
から商品の説明を聞きながら買い物を楽しん
でいました。出店者の一人は
「お客さんの反
応を直接見られるのは、うれしいし励みにな
りますね」
と話していました。
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HAPPY BIRTHDAY

みよしっ子ひろば
1歳

1歳

2歳

おおしろ

くるみ

大城 来実ちゃん

お姉ちゃんが大好きなくる
みちゃん♡ 2歳の お誕 生
日おめでとう！ 〔南台〕

しばやま か ん た

あゆかわ い ぶ き

かん ちゃん1歳お めで とう
☆ ご飯モリモリ食べて大
きくなってね！ 〔三好町〕

いぶくん1歳お めでとう☆
笑顔いっぱいに 育ってね♡

柴山 敢太くん

も に か

宮本 望仁香ちゃん

お誕生日おめでとう。毎日
元気に過ごしてね！ 〔三好

み ほ

あやか

三保 綾華ちゃん

丘あおば〕

鮎川 楓生くん

〔打越町〕

3 歳おめでとう！ いつ ま
でも 元気 でニ コニ コし て
ね。大好きだよ！ 〔三好丘〕

でぐち

ま い こ

出口 愛依子ちゃん

お喋りお手伝いと出来るこ
とが増えた1歳、2歳も楽し
みだね♡ 〔東山台〕

みよしっ子集まれ！

対象 1月生まれで申し込み時に3歳未満の、過去に掲載実績がない子

さ ほ

3歳お めでと う♡ 素敵な
笑顔でお友達たくさん作っ
てね☆ 〔三好町〕

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字以内）
、❻ひまわりネットワーク
「みよしTODAY」

ますおか え い た

増岡 永泰くん

家族を笑顔にしてくれる永
奏君 ☆ いつもありがとう
ね☆ 〔打越町〕

ひまわりネットワークで
放映中の市政番組「みよし

申込 11月12日
（金）
までに、❶住所、❷保護者氏名、❸電話番号、❹

メール

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

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

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

わりネット

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。結果は広報情報課からメールしま

申込書を郵

（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）
すので、受信設定をお願いします。

広報クイズ

問題 今回は、今月の特集で取り上げた
「人生会議」について

の問題です。人生会議の別名は何でしょう。次の①～
④の中から正しいものを1つ選んでください。

①ACP ②AOP
③AQP ④ARP

ヒント 今号の特集を見てね！
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こばやし

小林 咲歩ちゃん

2歳

2歳

3歳

3歳

みやもと

3歳

広報みよし
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ワークから
送します。

【応募方法】①答え
（例：③）
、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】
11月9日（火）必着
【10月号の正解】
③
（応募71通、 正解70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】
今月号の広報で良いと思った点・
改善したほうがいいと思った点を教えてください。

家庭教育 だ より № 22

は ぐく み

心の力

親子のコミュニケーションなどによって育まれる家族の
きずなや家庭のルールづくり、子どもたちの基本的な生
活習慣づくりを考えませんか。
問合 教育行政課 ☎ 32-8028 N 34-4379

レジリエンス

をはぐくむ

レジリエンスって？
レジリエンスとは、「逆境に負けない心」
、
「困難から立ち直る力」のことです。子どもたちは今、SNS
やいじめ、勉強、学校や家庭での人間関係などに加え、新型コロナウイルス感染症による不安やいつ終わ
るかわからない閉塞感など、多種多様なストレスにさらされています。そのため、レジリエンスを高め
て、不安や困難な状況にも対応していく力が必要です。

レジリエンスが高い子とは？
「自分のことが好き」
だという気持ちを持つ子どもは、レジリエンスが高いといわれています。自分だけ
でなく他人も大事にすることができ、困ったことが起きても、くよくよと自分を責めたり人のせいにした
りしないで、前向きな気持ちで次の行動や対処をすることができるためです。子どもの強みやいいところ
を見つけて、伝えてあげましょう。

レジリエンスが高くなると
●進級、進学などの環境の変化にも対応できる
●コミュニケーション能力が上がり、人間関係が良くなる
●失敗しても立ち直りが早くなる
●新しい事にもどんどん挑戦できるようになる

家庭ではぐくむレジリエンス
POINT

1

気持ちに共感する

POINT

2POINT

2

生活習慣を整える

子どもの姿をありのまま受け止めましょう
早寝、
例）
試合やテストで失敗してしまい落ち込んでいるとき

温かい気持ちで見守ることが大切！
！
「失敗したりネガティブな気持ちになったりしても大丈夫」という温かい気持ちで見守ることが大切です。
転ばないよう先回りして手助けしたり、困難を取り除いたり、失敗しないように準備をしてあげたくなるか
もしれませんが、その経験がレジリエンスを育てるチャンスととらえましょう。ただし状況によっては話を
よく聞いてあげることや
「あなたならできると思うよ」などの背中を押すような声を掛けてあげましょう。
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みよしの景観百選では、皆さんが日ごろから大切

みよしの景観百選

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

三好稲荷閣のシキザクラ
三好稲荷閣の境内にシキザクラ
（四季桜）
の木があるのを
ご存じですか。シキザクラは春と秋に咲くサクラで、豊田
市小原地区が有名です。
その小原産のシキザクラ
が、みよし市内でも見られ
ます。春よりも秋の方が花
が多く、例年11月に見頃
を迎えます。秋に咲く珍し
いシキザクラを、ぜひご覧
ください。
教えて！

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

開館 9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）

図 書 館 だ より

休館 毎週月曜日、11月25日
（木）
（整理休館日）
問合 中央図書館 サンライブ内

ホームページ

      ☎ 34-3111 N 34-3114

図書館読書啓発事業

おすすめ図書
一般図書

時間の日本史 日本人はいかに「時」
を創ってきたのか

昔ばなしの世界

さ さ き かつひろ

佐々木勝浩ほか／著
小学館

請求記号449.1／シ

時間に正確だと言われる日本人の意識
は、初めて時間を認識した時から現代に
至るまでどのように変わってきたのか。
人々の意識の変化だけでなく、時計に関
わる産業・技術や最新の研究成果なども
紹介しながら、時計ではかるだけのもの
ではない
「時間」
の歴史をたどります。

語り継がれ、親しまれている日本の昔話の
中の一つ「浦島太郎」。浦島説話を検証し、日

絵本

本の昔話の発祥や特徴を知ってもらう事を目

おばけのジョージー
とんでいったふうせん
ロバート・ブライト／作
小学館

的として開催します。
こみやゆう／訳
請求記号E／フラ

ホイッティカーさんの家のやねうらに
すんでいる、おばけのジョージーとねこ
やふくろうたち仲間とのお話を描いたシ
リーズ。のどかな作風の絵とハッピーエ
ンドのお話は、いつ読んでも幸せな気持ちにさせてくれます。
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日時 12月2日
（木）13：30～15：00
場所 サンライブ3階会議室
しもだ み

つ

こ

講師 元大学講師の霜田美津子さん
対象 市内在住、在勤、在学
定員 先着で25人

費用 無料

申込 11月10日
（水）
以降にサンライブ２階総

合案内へ電話、または直接

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや

来てみりん ！

体験をしてみませんか。

石 川 家 住宅
12月の講座

イベント名

4日
（土）

しめ縄を作ろう

5日(日)

琴を奏でてみよう

18日(土)

作

☎・N 32-3711

ホームページ

時

間

内容・定員など

9：30～10：30 新年を飾る伝統的なしめ縄をワラから作る。各定員
11：00～12：00 5人。11月14日（日）までに申し込み
9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可
10：00～11：30

アルミ缶を加工し風車を作る。空の350mlアルミ缶
を持参。先着で３人（15歳以上）

布草履を作ろう

13：30～15：30

布を裂いて縄を作り、草履を作る。和はさみ・綿の布
を持参。先着で３人

パステル画をはじめよう

10：00～12：00

季節の絵を描く。 ポ ケット ティッシュ・新 聞 紙 を 持
参。先着で３人

絵手紙をはじめよう

13：30～15：30

季節の絵を描く。 ポ ケット ティッシュ・新 聞 紙 を 持
参。先着で３人

アルミ缶で風車を作ろう
ぬの ぞ う り

25日
（土） 年末イベント
「冬支度」
毎週日曜日

問合 石川家住宅

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。

開催日

11日
（土）

開館 水・木・土・日曜日9：00～16：30

唱歌を聞こう・懐メロを聞こう

13：30～15：00 年末恒例大掃除。手ぬぐいを持参
10：00～11：30 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で8人

みよう！
って
アルミ缶で
風車を作ろう

街 角 ア ート

かわいい風車を作ることがで
きます。自分だけの風車を作っ
てみませんか。

問合 企画政策課  ☎ 32-8005  N 76-5021
彫刻マップ

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。

作 品 名 RONDO
作 者 名
受

たかさき

高崎

さとし

哲

賞 2001年度特選

設置箇所

文化センターサンアート

制作意図

巡りめぐる四季の移ろいと
悠久の時の流れを表現してみました。
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お問い合わせは、健康推進課
（保健センター内）
へ

12月の保健ガイド

☎34-5311 N34-5969
▲

健診などの予約時間 8：30～17：15

ホームページ

※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。

▲

乳幼児健診・教室 Exame Infantil de Saúde - Curso
健診名

日

程

備

考

3・4 カ 月 児 健 診 12月14日
（火）
Exame Mdico para
（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
bebês de 3～4 meses 12月21日
さい。
1歳6カ月児健診 12月8日（水）
●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
Exame Mdico para
（木） し、指定日前への変更はできません。
crianças de 18 meses 12月23日
3 歳 児 健 診 12月1日
（水） ●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。
Exame Mdico para
（水）
crianças de 3 anos 12月15日
教室名

日

すくすく教室

Aula de preven ção
sobre a alimentação e

歯

科

健

診

Aula de preven ção
odontológica

むし歯予防教室

Aula de orienta ção
de preven ção de cárie

わんぱく教室
Conselho sobre
nutrição da criança

さ く ら ん ぼ

Palestra para mamãe
de filhos gameos

▲

妊

程

対

象

内

容

定員

申し込み

12人 12月1日
（水）まで

12月8日
（水）

生後7カ月ころの子

身体計測、離乳食の話

12月9日
（木）

就学前までの子

歯科医師の診察、フッ化物歯面
20人 12月2日
（木）まで
塗布
（希望児）

12月20日
（月）

令和 2 年11月生まれ 身体計測、発達、むし歯予防の
16人 12月13日（月）
まで
の子
話、ブラッシング指導

令和4年1月11日
（火）

令和元年12月・令和2 身体計測、生活習慣・食事の話、
令和4年1月4日
16人
年1月生まれの子
（火）
まで
ブラッシング指導

身体計測、多胎児を育てている
多胎妊婦、多胎児（未
12月22日
（水）
母親や妊婦さん同士の相談、交 12組 12月15日（水）
まで
受付 9：50～10：00 就園児）
とその保護者
流の場、保育士による手遊び

婦 Gestante

教室名など

日

時

対

象

内容

閉所日を除く火・水・木
母 子 健 康 手 帳 交 付 曜日受付9：00～11：00
妊婦
Entrega da carteira de
※都合の悪い人はご連
saúde Materno-Infantil
絡ください。

ー

持ち物

定員

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。

申し込み

－

パパママ教室

前期
（マタニティ）
妊娠16～25週の妊 妊娠中の生活、母
令和 4 年1
令和4年1月14日
（金）
コース
婦とその夫（妊 婦・ 乳育児と栄養、歯 母子健康手帳、子 10組 月7日（金）
1ªsessão
10：00～11：30
の健康
夫のみでも可）
まで
育てサポートガイ
（maternidade）
赤ちゃんのお世話 ド、筆記用具、前
12月11日
（土）
妊娠26週以降の妊
12月3日
（着替え、オム 期のみ運動できる
後期
（沐浴）
コース 9：00～10：30、10：30 婦とその夫（妊婦・ 体験
各4組
2ªsessão（banho）
（金）
まで
ツ替え、抱っこな 服装
～12：00
夫のみでも可）
ど）
、沐浴指導

▲

育児・健康相談
相談名
月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

日

時

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。

定員

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

12月6日・13日・20日・27日
の月曜日
29人
受付 9：00～15：00

Consulta sobre cuidados com a
criança antes do nascimento

12月21日
（火）
受付 9：30～11：00

Consulta sobre cuidados com a
criança O leite de mamãe

12月27日
（月）
受付 9：00～11：00

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

12月6日
（月）
受付 9：00～11：00

出 前 育 児 相 談

母 乳 育 児 相 談

発 達 育 児 相 談
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Consultas sobre Criação de
Filhos e Saúde

広報みよし

2021 年 11 月号

申し込み

備

考

身体計測、発達、食事、歯の健康などの育児
相談

おかよし交流センターにて保健師・歯科衛生
14人 要予約。保健
セ ン タ ー ま 士・管理栄養士・助産師が相談に応じます
で電話
助産師が相談に応じます。予約の際に相談内
3人
容についてお聞かせください
3人

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

▲

検

診

年3月31日現在）の年齢です。医療機関で検診を行う医療

EXAME MÉDICO

機関方式については、ホームページをご覧ください。
また、がん検診には個人負担金免除制度があります。

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3年度
「みよし市健康診

対象者や対象の検診など詳しくはホームページ

査受診券」
は3月中旬に発送しました。受診を希望する人

をご覧ください。

で、受診券がお手元にない人は、健康推進課
（保健センタ

※自覚症状のある人は、検診ではなく早めに医

ー内）
にお問い合わせください。年齢は、本年度末
（令和4

療機関を受診してください。

◆集団方式
（保健センター）

検診名
けい

ホームページ

予約 ホ
 ームページ
（https://miyoshi-yoyaku.surph.jp/ja）、健康推進課（保健センター内）

へ電話または直接
※定員になり次第締め切ります。今年度は託児は行いません。

日

時

子宮頸がん検診
Exame de câncer
do útero

（木）
乳がん検診
（乳房超音波） 12月2日
Exame de câncer de mama
8：45～11：15
（Ultrassonografia Mamária）

乳がん検診
（乳房エックス線）
Exame de câncer de mama
（mamografia Raio X）

対

象

予約

費

用

申し込み

（無料クーポン
20歳以上で本年度偶数歳になる女性、 800円
または無料クーポン券対象年齢の女性 券対象の人は無料）
30歳代で本年度偶数歳になる女性

1,200円

11月2日
（火）
8：30から受
け付け

（無料クーポ
40歳以上で本年度偶数歳になる女性、 1,200円
または無料クーポン券対象年齢の女性 ン券対象の人は無料）

＜子宮頸がん検診について＞
※妊娠中の人・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。
※無料クーポン券は、平成12年4月2日～平成13年4月1日生
まれの人が対象です。

＜乳がん検診について＞
※妊娠中・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。
※無料クーポン券は、昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生
まれの人が対象です。

「ポリファーマシー」
ってご存じですか？
ポリファーマシーとは
言葉からなる、「害のある多剤服用」を指す言葉で
す。服用する薬の数が多くても、治療に効果がある
場合はポリファーマシーとはいいません。必要とす
る数以上の薬や不必要な薬の処方、誤った方法での

▶

服薬など危険を伴うことをいいます。

■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。

ポリファーマシーを起こさないための有効な手段
の一つは「お薬手帳」です。お薬手帳を上手に活用す
ることで、重複した投薬を防ぐこ
とができます。正しく処方された
薬をしっかりと飲み、薬と上手に
付き合っていきましょう。

救急医療施設の連絡先

■12月の休日救急外科

時間は受付時間 （昼間当直：受付 9：00～16：30）

●みよし市民病院
☎0561-33-3300
みよし市三好町八和田山15
●豊田地域医療センター
☎0565-34-3000
豊田市西山町3-30-1
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
☎0565-32-7150
豊田市西山町3-30-1
内科・小児科

そこで…

poly
（＝複数）とpharmacy
（＝調剤
（薬局）
）という

お薬手帳を活用しましょう

 ・祝・年末年始の9：00～11：30、13：00
日
～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）

上郷整形外科・リハビリテー
5日
（日） ション科
☎0565-25-0377
豊田市和会町稲葉28-1
12日
（日）

ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11

19日
（日）

むつおクリニック
☎0565-43-3688
豊田市浄水町伊保原173-1

26日（日）

さくら病院
豊田市豊栄町11-131

30日 吉田整形外科病院
（年末） 豊田市御立町7-100

☎0565-36-5511

☎0565-28-3691
☎0565-89-1818

31日 家田病院
☎0565-21-0500
（年末） 豊田市畝部西町城ヶ堀11-1

19
20

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

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information
へ郵送、または直接

お知らせ

が、少しでもできるように診療してい

内容 中学生・高校生への学習方法の支援
日時 12月24日
（金）、令和4年1月5日

市民課 ☎32-8012 N32-8048
12月4日から10日までは「人権週
間」です。市では特設人権相談所の開
設や啓発活動を実施します。人権擁護

（水）
・6日
（木）
13：15～16：15

きます。よろしくお願いいたします。

個人事業税第２期分の納付
愛知県豊田加茂県税事務所

定員 ①・②ともに4人
賃金 時 給987円～1,046円
（交 通 費 は

片道2km以上の場合別途支給）

☎0565-32-7482
個人事業税の第2期分の納期限は11

申込 11月30日
（火）までに申込書
（教育

月30日
（火）
です。第2期分の納付書

気軽にご相談ください。

行政課で配布、ホームページから

は8月に送付した納税通知書に同封し

日時 ① 12月6日
（月）、②9日（木）9：

ダウンロード可）
に必要事項を記入

ています。納期限までに納付してくだ

し、教育行政課へ直接

さい。なお納付書を紛失した人は豊田

委員が無料で相談に応じますので、お

00～12：00
場所 ① 市役所2階202会議室、②市役

所3階301会議室

10月1日付けで市民病院の整形外科
な が い しゅうへい

みよし未来塾の参加者と
学習支援員の募集

教育行政課

市民病院の新任医師の紹介

管理課 市民病院内 ☎33-3300

申込 不要。当日会場へ直接

医として永井修平医師が着任されまし
たので紹介します。
ホームページ

【あいさつ】

☎32-8028 N34-4379

加茂県税事務所へお問い合わせくださ
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。

ホームページ

全国一斉
「女性の人権ホットラ
イン」
強化週間
名古屋法務局人権擁護部

【参加者】

☎052-952-8111
（内線1450）

内容 持参したテキストなどの自主学習

D V やセクハラなど女性に関する人

※必要に応じて学習支援員からアドバ

権問題を解決するため、法務局職員お

イスを受けることができます。

よび人権擁護委員が相談に応じます。

日時 12月24日
（金）、令和4年1月5日

日時 11月12日
（金）
～18日
（木）
8：30～

（水）
・6日
（木）
13：30～16：00

公立西知多総合病院にて研修を終

場所 ① 市 民 活 動 セ ン ター1階 多 目 的

え、愛知医科大学、旭労災病院、多

室、②おかよし交流センター会議

治 見 市 民 病 院 を 経 て、 今 年10月 か

室

ら着任となりました。 地域の方々が

対象 市 内在住・在学で基礎学習の見直

しをしたい中学生・高校生
定員 ①・②ともに20人

※申し込み多数の場合は参加日を抽
選・制限します。申込者には後日案内
を送付します。
費用 無料
申込 保護者同意のもと、11月30日
（火）

までに申込書
（教育行政課で配布、
ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、教育行政課

20

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。

より良い暮らしをするためのお手伝い

【学習支援員】

特設人権相談所

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）

広報みよし

2021 年 11 月号

19：00
（13日
（土）
・14日
（日）は10：
00～17：00）
窓口 女性の人権ホットライン
（☎0570-

070-810）

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

詐欺多発警報！

あなたも狙われています！

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

「保険料の払い戻しについての案内が届いていませんか。

サギ多発警報！あなたも狙われています！
期限が過ぎていますが、今ATMで手続きすれば間に合いま
す」ー 市役所を名乗る人物から、こんな電話がかかってき
たらそれは詐欺です。以下の対策で詐欺を防ぎましょう。
●固定電話は留守番電話設定にしたり、被害防止機能付電話機を取り
入れたりする
●相手が公的機関を名乗っても簡単に信用せず電話を切って確認する
●普段から、家族や地域で「特殊詐欺」の話をする

ス内）

は、専門相談員が相談に応じます。相

宝くじの助成金により
備品を整備しました

談は無料ですので、お気軽にご相談く
ださい。

防災安全課 ☎32-8046 N76-5702

日時 平 日9：00～17：00
場所 ふ れあい交流館1階
（三好町湯ノ
申込 ① 暮らしに関すること
（☎33-50

20）
、②働くことに関すること
（☎

する助成を行っています。その助成金

N34-6030

トヨタヴェルブリッツは令和4年1
ONE」への参入を受け、
「ヴェルブリ

※事前予約が必要です。

防災組織に必要な備品などの整備に対

☎32-8027

ホームページ

月から始まる
「JAPAN RUGBY LEAGUE

33-5070）へ電話

宝くじの社会貢献広報事業として地域

トヨタヴェルブリッツ
「ファンクラブ」
会員募集
スポーツ課

前4-5）

一般財団法人自治総合センターは、

申込 不要。当日会場へ直接

ッツファンクラブ」を創設しました。

緑化補助制度

入会方法など詳しくはホームページを
ご覧ください。

公園緑地課

☎32-8024 N34-4189

ホームページ

●レ ギュラー会員（年会費3,000円）  
チケット先行販売、割引、入会記念

を活用し、みよし市消防団に防災力向

都市緑化と都市環境の改善を目的に

上のために必要な備品を整備しました。

市内の民有地の建物、敷地に行う緑化

品進呈などの特典があります。

や、市内の公有地で、住民団体が行う

●無料会員（年会費無料）

【助成内容】
消防団育成助成事業として、救命ボ

植栽などの活動にかかる費用を補助し

ート３艇、救命胴衣９着を三好下、西

ます。着手する前に申請書類の提出が

一色、福田分団詰所に整備しました

必要です。着手後の申請については受

（助成金額100万円）
。

け付けできません。要件など、詳しく

福祉課 ☎76-5190 N34-3388

員限定の情報をお届けします。

無料調停手続相談会

名古屋家庭裁判所岡崎支部庶務課

はホームページをご覧ください。

生活の困りごとや
働くことの相談

選手のメッセージやファンクラブ会

☎0564-51-8972

シルバー人材センター
入会説明会

裁判所の調停委員が調停制度の手続
きや利用方法の相談に無料で応じま

シルバー人材センター

す。秘密は厳守されますのでお気軽に

いる」
、
「新型コロナの影響で収入が減

☎34-1988

ご相談ください。

った」
、
「離 職 し、 仕 事 を 探 し て い る

対象 市 内在住で60歳以上の健康で働

「生活費
（家計）のやりくりに困って

N34-2831

題、相続など

く意欲のある人

が、なかなか見つからない」
、
「家から
出ない家族がおり、不安だ」
、
「悩みご

日時 ① 毎月第3水曜日14：00～15：

とがあるが、どこに相談していいか分

00、 ②12月22日（水）、令和4年

からない」など、悩みを抱えている人

2月24日（木）14：00～15：00

日時 11月29日
（月）10：00～15：00
場所 岡崎市図書館交流プラザ
「りぶら」
こう

3階会議室301・302（岡崎市康

せいどおりにし

生通西4-71）

場所 ①生きがいセンター太陽の家、②

はいませんか。
く ら し・は た ら く 相 談 セ ン ターで

市民病院コーナー

内容 土地建物、損害賠償、夫婦間の問

市民病院内

ビジターセンター（カリヨンハウ
耳鼻咽喉科

☎33-3300

申込 不要。当日、会場へ直接
（先着順）

N33-3308

聞き返えすことが多くなったら気をつけましょう
新型コロナウイルス感染症流行の影響でおうちにこもっていらっしゃる方は少なくな
いと思います。また病院にかかるのが怖くて受診を控えている方もおられるかと思いま
す。健康にお過ごしいただくため、病気に関するお話を耳鼻咽喉科からお届けします。
「最近、聞き返すことが多くなった」
なんてことはありませんか。放置していると、認知
症の要因になるかもしれません。日本は超高齢社会を迎え、認知症の方は2025年には

や

の よ う こ

矢野陽子医師

700万人を超えるといわれています。近年、難聴が認知症の大きなリスク要因になるといわれています。お心当たりの
ある方は早めに耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けることをお勧めします。認知症に負けない世の中にしましょう。
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※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。

お知らせ
秋の火災予防運動

防災安全課 ☎32-8046 N76-5702

定されました。愛知県内の事業所で働

税を考える週間

く全ての労働者(常用・臨時・派遣・パー

豊田税務署

☎0565-35-7777

トアルバイトなど)に適用されます。
ホームページ

使用者は適用される最低賃金以上の賃

毎年11月11日から17日までは
「税を

金を、労働者に支払わなければなりま

考える週間」
です。
「くらしを支える税」

せん。賃金が時間給以外で定められて

をテーマに次のとおり実施します。

いる場合(月給・日給等)、賃金を1時間

詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください。

当たりの金額に換算して時間額955
円と比較します。

●国税庁ホームページ内に特設ページ
11月9日から15日まで、秋の火災予
防運動が全国で展開されます。統一標

●YouTube、国税庁インターネット番

語は
「おうち時間 家族で点検 火の始

組
「Web-TAX-TV」の新着情報などの

末」
です。

各種情報をTwitterにおいて発信

火災の原因のほとんどは不注意によ

【税を考える週間作品展示】

るものです。大切な命や財産を守るた

市内の小学生から応募いただいた、

め、火の元には十分注意しましょう。

税を考える週間に関する習字やポスタ

現在、すべての一般住宅に住宅用火災

ーのうち、各小学校から選出された作

警報器の設置が義務化されていますの

品を展示します。

で、設置をお願いします。また消防署

期間 11月2日
（火）～29日（月）

員をかたるなどの悪質訪問販売などに

場所 イ オン三好店2階パブリックスペ

は十分ご注意ください。
期間中は防火啓発放送や消防団によ
る市内巡回などを行う予定です。
【火の用心4つの習慣】
●寝たばこは絶対にしない、させない

ース

確定申告についてのお知らせ
豊田税務署

☎0565-35-7777

緑と花のセンター
☎34-6111

N34-6161

をお値打ちにお買い求めいただけま
す。ぜひお越しください
日時 11月20日(土)9：00～11：30
（小

音声案内番号：２

雨開催）
場所 イオン三好店駐車場

置かない

女性向け就職支援セミナー

●こんろを使うときは火のそばを離れ

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内

ない

☎33-1860

●コンセントはほこりを清掃し、不必
要なプラグは抜く
【火の用心6つの対策】
●ストーブやこんろなどは安全装置の
付いた機器を使用する
●住 宅用火災警報器を定期的に点検
し、10年を目安に交換する
●部屋を整理整頓し、寝具、衣類およ
びカーテンは防炎品を使用する
●消火器などを設置し、使い方を確認
しておく
●お年寄りや身体の不自由な人は避難
経路と避難方法を常に確保し備える
●防火防災訓練への参加、戸別訪問な
どにより地域ぐるみの防火対策を行

2021 年 11 月号

N32-8222

確定申告には、ご自宅などからパソ

自分に合った職種や、女性が活躍し

コン・スマートフォンでご利用いただ

ているお仕事についてのセミナーを開

けるe-Taxが便利です。e-Tax をご利用

催します。

い ただくには、マイナンバーカードが

日時 12月8日(水)10：00 ～11：30

必要です。この機会にマイナンバーカ

場所 ジョブサポートみよし

ードの取得をご検討ください。新型コ

講師 ハローワーク豊田就職支援ナビゲ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ーター

観点からも、より安心・安全なご自宅な

対象 就職を希望する女性

どからのe-Taxを是非ご利用ください。

定員 先着で10人

費用 無料

託児 あり
（6カ月～未就学児が対象）

愛知県最低賃金の改定

※11月26日(金)までに予約が必要で

豊田労働基準監督署

す。

☎0565-35-2323

申込 11月1日(月)～12月3日(金)の平

愛知県最低賃金が、令和3年10月1
日から時間額955円(従来927円)に改

う
広報みよし

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ

新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨など

●ストーブの周りに燃えやすいものを
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催し・講座

で各種取り組みを紹介

日 に ジョブ サ ポート み よ し へ 電
話、または直接

含む）

文化財めぐり

託児 先着で5人
（申し込み時に連絡）

歴史民俗資料館
☎34-5000

田 市 栄 生 町2-1）、 ファク ス、 ま

申込 11月19日
（金）までに、住所、氏

N34-5150

名、子どもの氏名･年齢
（②の講座

{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

のみ）
、電話番号、希望する講座
名を明らかにして、協働推進課
へ 電 話、 ファク ス、 メール、 ま
たは直接
働推進課へ確認の電話をお願いしま

みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。
内容 福谷城跡、市場古墳、黒笹27号

窯跡、黒笹90号窯跡、石川家住

す。

日時 11月27日
（土）
8:45～12：00

愛知県信用保証協会
☎052-454-0520

申込フォーム

創業に必要なノウハウを学び、創業
内容 創業の基礎知識や資金調達、ビジ

ネスプランの立て方、制度紹介
日時 11月27日
（土）13：00～16：30
場所 日 進市役所南庁舎第5会議室
（日
かにこう

第3回ひとり親家庭の
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034

宅の見学

創業支援セミナー

への一歩を踏み出してみませんか。

※ファクス送信後は未着防止のため協
福谷城跡

たはメール

いけした

進市蟹甲町池下268）
対象 創業を予定している人、創業して
ホームページ

間もない人
定員 先着で20人

N34-4379

費用 無 料

パソコンや調剤薬局事務などの講習

申込 1 1月1日
（月）～26日（金）に申し

会を実施します。詳しくは、愛知母

込みフォーム（ Shttps://airrsv.

費用 50円
（傷害保険料）

子・父子福祉センターのホームページ

     net/cgc-aichi/calendar）
より必

申込 11月2日
（火）～17日
（水）
（月曜日

をご覧ください。

対象 市内在住・在勤

定員 先着で10人

要事項を入力                    

を除く）
9：00～16：30に住所、氏

対象 県内在住の母子家庭の母、父子家

名、年齢、電 話 番 号 を 明 ら か に

庭の父および寡婦の人で全日程に

し、 資 料 館 へ 電 話、 ファク ス、

出席できる人

メール、または直接

生涯学習推進課

申込 11月1日
（月）～22日（月）に 受 講

男女共同参画ステップ
アップセミナー・スキル
ホームページ
アップ講座
協働推進課 ☎32-8025 N76-5702

{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

生涯学習新春講座
☎34-3111 N34-3114

ホームページ

申込書
（子育て支援課で配布）
に必

サンライブでは、さまざまな内容の

要事項を記入し、子育て支援課へ

講座を「春夏」
「秋冬」
「新春」の年3期に

直接

分けて開催しています。今回は1月か
ら開講する「新春講座」の受講生を募集

豊田高専の公開講座

します。講座や申し込み方法など詳し

豊田工業高等専門学校総務課

くは、今月号の折り込み、または「新

家族が笑顔になれる講座に参加して

☎0565-36-5828

みませんか。詳しくはホームページを

N0565-36-5930

ライブ、市役所1階情報プラザ、サン

ご確認ください。

{koukai@toyota-ct.ac.jp

ネット、ホームページで閲覧可）をご

内容 ①今よりもっと素敵に輝くための

内容 やってみよう！

覧ください。

パーソナルカラー講座、②親子で一
緒にオリジナルのリースを作ろう！
日時 12月11日
（土）
10：00～11：30
場所 ① サンライブ2階研修室兼軽運動

室、②サンライブ3階会議室

さ わ だ ゆ

み

講師 ①ローズカラー代表の澤田由実さ

ホームページ

ちっちゃなコン

ピュータでプログラミング！
日時 12月24日(金)9：30～12：30、

13：30～16：30
場所 豊 田工業高等学校専門学校
（豊田
えいせい

対象 小学4～中学2年生
定員 抽 選で各15人

師の井ノ下由紀子さん

申込 11月30日
（火）ま で に 申 込 書（豊

き

こ

対象 ① 市内在住・在勤の女性、②市内

対象 ど なたでも可
（原則、義務教育修

了者。市内在住・在勤・在学優先）

シルバー直売会

シルバー人材センター

市栄生町2-1）

ん、②トロッケンクランツ認定講
い の し た ゆ

春 講 座 案 内」
（11月2日（火）か ら サ ン

費用 無料

田高専総務課で配布、ホームペー

在住・在学の小学生と父親

ジからダウンロード可）に必要事

定員 ①抽選で10人、②抽選で10組

項を記入し、豊田工業高等専門学

費用 ①500円、②1,500円
（材料費を

校総務課へ郵送（〒471-8525 豊

☎34-1988 N34-2831
お気軽にお越しください。
内容 切り花、花苗、木工製品の直売、

焼き芋の販売
日時 11月15日
（月）、12月15日（水）
・

22日（水）9：00～15：30
場所 生きがいセンター太陽の家
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※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。

催し・講座
サンアートリニューアル記念
公募第26回みよし美術展

文化協会 ☎34-3111 N34-3114
市内外から応募され審査で選ばれた
作品が展示されます。ぜひご鑑賞くだ

※詳しい営業時間についてはデンパー

ださい。

クのホームページをご覧ください。

申込 不要。集合場所へ直接

※休園日は、毎週火曜日
（12月28日、
令和4年1月4日は除く）、12月31日

ハローワーク豊田 ☎0565-31-1400

（金）
～令和4年1月1日（祝）です。
あかまつ

かじ

場所 デンパーク
（安城市赤松町梶1）

豊田国際紙フォーラム

集しています。
専攻 ①ITス キ ル 科、 ②OAビ ジ ネ ス

科、③CAD設計科、④総合実務

☎0565-65-2001
各作品展示が行われています。

ふ じ い

内容 ①豊田小原和紙工芸の創始者藤井
たつきち

内容 洋画、日本画
（水墨画含む）
、彫刻、

写真、陶芸の5部門の作品
～17：00（最終日は15：00まで）
場所 サ ンアートレセプションホール・

研修室

デンパーク

☎0566-92-7111

ホームページ

※訓練期間は、①～④は1年、⑤は3
カ月です。

作品、②豊田小原和紙工芸、③紙

対象 ①～③障がいの種類に関わらず障

にまつわるアート作品、④和紙職

がいの診断を受けている人、④知

人の魂を受け継ぎ世界で活躍する

的障がいの診断を受けている人、

アーティストなどの作品

⑤精神障がい・発達障がいの診断

30
場所 豊 田市小原和紙のふるさと
（豊田
えいたろう

ほら

市永太郎町洞216-1）

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課

を受けている人
※障がい者手帳の所持の有無は問いま

健康・福祉

ウィンター フェスティバル

科、⑤就業支援科

達吉が自然素材から創造した芸術

日時 1 2月5日
（日）までの9：00～16：

日時 1 2月7日(火)～12日(日)10：00

愛知障害者職業能力開発校では、令
和4年1月および4月入校の訓練生を募

豊田国際紙フォーラム実行委員会

さい。

障がい者職業訓練生募集

保健センター内

☎34-5311 N34-5969
市内の史跡を歩きながら楽しい時間
を過ごしませんか。

せん。
試験 ①～③・⑤12月10日
（金）
、 ④12

月12日（日）に筆記試験、面接試
験
申込 11月19日
（金）までにハローワーク

豊田または愛知障害者職業能力開
発校（☎0533-93-2102）へ電話

社会を明るくする運動
啓発書
（毛筆）
掲示

福祉課 ☎32-8010 N34-3388

北欧のクリスマスをイメージし、イ
ルミネーションやライトアップが光り
輝く夜空を演出します。花の大温室フ
ローラルプレイスでは
「クリスマスフ
ラワーショー」を開催。大小さまざま

社会を明るくする運動は、犯罪や非

なクリスマスツリーがデンマークの街

町）
を約 1 時間20分かけて歩く

行の防止と罪を犯した人たちの更生に

並みにディスプレイされ、北欧の温か

日時 1 2月3日
（金）9：30～11：30（8：

ついて理解を深める運動です。令和3

いクリスマスを表現します。デンパー

00の時点で雨天の場合は中止）

年7月に応募いただきました啓発書の

クは恋人の聖地にも認定されており、

場所 福谷ハピネスホールに集合

入賞作品をイオン三好店に掲示しま

デートにもぴったりです。ぜひお越し

対象 市内在住

す。ぜひご覧ください。

ください。

持物 過去にこの企画に参加した人は名

日時 11月27日
（土）～令和4年1月17日

（月）

24

内容 約3.7㎞の 史 跡 巡 り コース
（福 谷

広報みよし

費用 無料

札
※当日は体温測定をしてからお越しく

2021 年 11 月号

期間 12月1日
（水）
～24日
（金）
場所 イ オン三好店2階パブリックスペ

ース

な お き

つ展示

直 樹医師による講話「神経系難病

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

について～病気の理解と療養生活

日時 11月10日(水)10：00～11：30

のポイント～」

場所 市民活動センター1階キッズルーム

※オンライン
（Cisco Webex Meeting）

対象 高齢者を自宅で介護している家族

で開催します。

費用 無料

日時 12月8日(水)14：00～15：30

子育て

対象 衣浦東部保健所管内在住の神経系

難病患者
（筋萎縮性側索硬化症、
多系統萎縮症、進行性核上性麻
費用 無料

莇生保育園内

定員 先着で40人

ている人、認知症の家族を介護してい

申込 12月1日(水)までに氏名、年齢、

る人はいませんか。 介護の不安や困り

住んでいる市名、電話番号、本人

ごとを相談し、交流できる事業です。

または家族の病名を明らかにし、

内容 ケアマネに聞く～もっと知ろう！

件名を「神経系難病患者家族教室

介護度に合ったサービス利用とケ

参加希望」として衣浦東部保健所

アマネ活用法～

へメール、または電話

日時 11月26日(金)13：30～15：30
場所 市役所1階101会議室
対象 認知症の(認知症と思われる)家族

育児講座
「身体を動かそう」
きたよし地区子育て支援センター

痺）
とその家族
家族が認知症ではないかと気になっ

申込 不要。会場へ直接

☎34-4660 N34-7558

家族介護者交流会
「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388

コミュニケーションを深めながら、
親子で身体を動かして一緒に楽しみま
しょう。
日時 12月15日
（水）
10：00～11：00

を介護している人

場所 莇生保育園遊戯室

申込 不要。当日、会場へ直接

対象 安定した歩行ができる未就園児と

神経系難病患者・家族教室

その保護者

衣浦東部保健所

定員 抽選で15組

☎0566-21-9338

持物 上 靴

{kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp
あ つ た

内容 愛知医科大学病院神経内科の熱田

11月の認知症カフェ
名称
オリーブ

申込 1 2月1日
（水）～8日（水）9：00～

介護食を簡単に調理できる「パック

N0566-25-1470

費用 1人15円

クッキング」
を一緒に学びませんか。

16：00にきたよし地区子育て支

内容 介護食の作り方講座、大人用おむ

援センターへ電話、または直接

認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。
認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。内容は変更となる場合があります。
内容

日時

脳トレ、回想法、大正琴、 11月25日（木）
歌、健康体操など
13：30～15：00

場所
社会福祉法人翔寿
会ケアハウス寿睦
苑（福谷町寺田4）

参加者同士の談話、手作
（月）
・18日
（木）
・
マイペースで人とつ り自分史、音楽に接する 11月8日
ワ ラ ウ カフェ
三好丘旭1-4-8
など
（8日は
「終活交流会」 28日
（日）
ながるwarau cafe を開催します。 詳細は6 14：00～16：00
ページ参照）

費用

問い合わせ

無料

きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

きたよし地域包括
100円 支援センター
☎33-0791

にこにこサロン

参加者同士の談話、薬剤
11月11日（木）
師や看護師などによる相
14：00～15：00
談

なかよし地域包括
サンライブ和風講
無料
支援センター
座室1・2
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健
11月16日（火）
師や社会福祉士などによ
10：00～11：00
る相談

サンライブ会議室
2・3

みなよし地域包括
無料 支援センター
☎33-3502

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。
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※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。

子育て
令和4年度

放課後児童クラブ 利用受け付け
子育て支援課 ☎32-8034 N34-4379

放課後児童クラブは、下校後に保護者が家にいない児童を預かり、自主活動や遊
びなどを通して児童の健全育成を図るものです。令和4年4月から利用を希望する
児童の受け付けを行います。

公立放課後児童クラブ
児童クラブ名

場所

住所

定員

期間 令 和4年4月1日
（金）～令和5年3月31日
（金）

の下校後～19：00
（長期学校休業期間などは

中部児童クラブ

中部児童クラブ 三好町宮ノ越31-4 80人

北部児童クラブ

北部児童クラブ 福谷町坂上18-7

80人

休業 土･日曜日、令和4年5月3日
（祝）～5日
（祝）
、

南部児童クラブ

南部小学校

80人

8月13日
（土）～15日
（月）
、12月29日
（木）～

天王児童クラブ

天王児童クラブ 三好町天王51-48

80人

令和5年1月4日（水）

三吉児童クラブ

三吉児童クラブ 三好町半野木1-27 80人

明知町上細口27

三好丘児童クラブ 三好丘小学校

三好丘7-1

80人

緑丘児童クラブ

緑丘小学校

三好丘緑1-1-1

80人

黒笹児童クラブ

黒笹小学校

黒笹いずみ3-26-1 80人

7：30～19：00）

対象 市内在学の小学生
費用 月額5,100円
（8月は8,000円。保険代800円

が別途必要。また祝日は負担金が別途必要。
おやつは各家庭で用意。家庭状況により負担
金の減免措置あり）

申込 申込用紙
（各児童クラブ、子育て支援課で配布）に必要事項を記入し、就労証明書（会社印押印不要）などを添えて

11月19日
（金）
までに各児童クラブもしくは子育て支援課へ直接
※不備がないと確認された時点で正式な受け付けとなります。不備が認められ、11月19日
（金）までに不備が解消さ
れない場合は受付期間後の申し込みと見なし、一次審査の対象外となります。
※各児童クラブおよび子育て支援課で配布する
「放課後児童クラブご案内」を必ず読んでください。
※夏休み期間は、夏季教室を別途開設する予定です。夏季教室の申し込みは令和4年5月を予定しています。
※定員を超えた場合は、児童クラブ入所の必要度を勘案し、入所児童を決定します。希望するクラブに入所できなか
った場合、放課後児童クラブ児童移送事業の対象
（小学１年生から４年生まで）となります。

放課後児童クラブ児童移送事業
待機児童解消のために、定員を超える申し込みのあった児童クラブを希望する児童
を、定員に余裕のある受け入れ可能な児童クラブへ下校時にタクシーで移送します。
対象 小学１年生から４年生までの児童
費用 無料
休業 長期休業期間中
（出校日を除く）
および学校が休みの日
（代休および祝日）は、移送

は実施しません
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2021 年 11 月号

民間放課後児童クラブ
利用受け付け

定員 抽選で15組

費用 1人15円

対象 どなたでも可

定員 先着で若干名

申込 11月19日
（金）
～26日
（金）
9：00～

費用 受 講料4,000円
（半期）または1回

16：00に子育て総合支援センタ

500円、年会費1,000円
（年間）
、

子育て支援課

ーへ電話、または直接
（日・月曜日

スポーツ安全保険料800円、1回

☎32-8034 N34-4379

を除く）

無料体験可

民間の放課後児童クラブでも利用

【足に合った靴選び】

申込 平日
（月曜日を除く）
13：00～17：

受け付けを行います。空き状況や利用

内容 フットケアトレーナーによる子ど

00、 土・日曜日9：00～12：00、

料、申し込み方法など、詳しくは直

もの足に合った靴の選び方につい

13：00～17：00に参加費を添え

接、各民間放課後児童クラブへお問い

ての講義

て、なかよしクラブへ直接。体験

合わせください。
【対象児童クラブ】

日時 12月9日(木)10：00～11：00
場所 子育て総合支援センター

●キッズクラブ・クックバラ
（ベル三好

対象 0歳児以上の子とその保護者

幼稚園）
三好丘4-1-4 ☎36-8699

定員 抽選で15組

●キッズクラブ・クックバラみよし
（キ

申込 11月25日
（木）～12月2日（木）9：

費用 1人15円

ッズハウスみよし）
三好丘1-11-5 ☎

00～16：00に子育て総合支援セ

36-3131

ンターへ電話、または直接
（日・月

●エジソンハウス
（桃山幼稚園）
西陣取

曜日を除く）

山26-1 ☎32-4443
定員 それぞれ若干名
費用 月額5,100円
（8月は8,000円）

※補助基準に適合した児童の利用料
および利用料の減免は、公立児童ク
ラブと同じです
（消 費税や入会金など

は電話でも可。

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ協会事務局長
お ぐ り よしひろ

小栗義広さん ☎・N34-3657

スポーツ
バレトン教室
（後期）
なかよしクラブ

三好中学校内

☎・N34-1771

が別途必要な場合があります）
。

内容 男女別16ホールのストロークプレ

ー
（男女優勝～8位・ラッキー賞・ホ
ールインワンゲームあり）
日時 11月19日
（金）8：00（受け付けは8

育児講座

：00～、予備日は11月26日
（金）
）

子育て総合支援センター

場所 三好公園陸上競技場

☎34-1250 N34-0501

対象 市内在住・在勤

【乳幼児の緊急手当て】
内容 消防署員による乳幼児に起きやす

費用 300円
（当日集金）

バレエとフィットネスを組み合わせ

申込 11月5日
（金）ま で に 行 政 区、 住

い身近な事故やけがの対処方法、

た運動をしてみませんか。

所、氏名、生年月日、電話番号を

応急処置、救急救命などについて

日時 1 1月5日・19日、12月3日・17

記入し、グラウンド・ゴルフ協会

日、令和4年1月7日・21日、2月4

事務局へファクス、またははがき

日時 12月3日(金)10：00～11：00

日・18日、3月4日・18日 の 金 曜 日

（〒470-0214 明知町砲録山2-262

場所 子育て総合支援センター

19：30～20：30

の講義

対象 0歳児以上の子とその保護者

場所 三好下公民館

小栗方 グラウンド・ゴルフ協会事務
局宛）

有料広告
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※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。

スポーツ
第32回みよし市スポーツ協会総合体育大会
スポーツ協会

総合体育館内 ☎32-8027 N34-6030

スポーツ協会加盟団体が、それぞれの競技の大会を開催します。応援にぜひお越しください。
【開催日程】
競技名

会場

陸上

三好公園陸上競技場

11月6日（土）

ソフトボール

三好公園陸上競技場

11月7日（日）

バドミントン

総合体育館アリーナ

11月7日（日）

ゲートボール

サンパワーゲートボール場

11月12日（金）

テニス

三好公園テニスコート

11月13日（土）

軟式野球

三好公園野球場

11月14日（日）

バレーボール
（男子）

総合体育館アリーナ

11月14日（日）

ソフトテニス

三好公園テニスコート

11月14日（日）

少林寺拳法

総合体育館剣道場

11月14日（日）

空手道

黒笹小学校体育館

11月14日（日）

インディアカ

北部小学校体育館

11月14日（日）

弓道

三好公園弓道場

11月14日（日）

バレーボール
（女子）

総合体育館アリーナ

11月21日（日）

市内中学校体育館

11月28日（日）

バスケットボール

総合体育館アリーナ

※剣道、グラウンドゴルフは開催済みです。
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開催日

2021 年 11 月号

12月5日（日）

ゴルフ講座追加募集

三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内

☎・N34-3621

{sansan@hm9.aitai.ne.jp

な）
、学校名、学年、電話番号を

②グーグルプレイ

明らかにして三好さんさんスポー
ツクラブへ電話、またはメール

市制施行70周年プラス1記念
事業かきつばた
「オンライン」
マラソン大会
刈谷市かきつばたマラソン実行委員会
事務局

刈谷市スポーツ課内

② TATTA
Google Play

伝言板
しょうのうファーム勉強会

一緒に学んでみませんか。お気軽に

ご参加下さい。

☎0566-63-6040

内容 マインドフルネスを超えた呼吸法

の勉強会
追加募集を行います。お気軽にお申

日時 11月10日
（水）
18：30～20：30

し込みください。

場所 サンアート研修室

日時 

講師 は したにクリニック院長の端 谷
たけし

● 火曜日コース…11月9日・16日・30
日、12月7日・14日・21日の火曜日19：

はしたに

毅さん
（一般社団法人しょうのうフ

第49回かきつばたマラソン大会の

ァーム理事長）

00～20：30

開催は見送り、代替開催としてオンラ

定員 先着100人

●土曜日コース…11月6日・13日・20

イン大会を開催します。お気軽にご参

対象 市内在住

日、12月4日・11日・18日の土曜日15：

加下さい。

申込 11月9日
（火）まで氏名、所属
（学

00～16：30

内容 下 記期間内に1日1km以上、累計

場所 コンフォートゴルフクラブ三好
対象 中学生以上
定員 先着で各10人
費用 費用は以下のとおり

【参加費】
4,500円

10km以上走ること

費用 500円

校名、施設名、父兄など）を記入
し一般社団法人しょうのうファー

期間 令 和4年2月6日
（日）0：00～19日

（土）23：59

ムへメール（{ shounoufarm@
gmail.com）

対象 ランネットからエントリーでき、

TATTA（無料アプリ）
のインストー
ルが可能な人

空き家・相続相談会

毎月第2金曜日に、行政書士、一級

定員 先着で500人

建築士による空き家・相続に関する相

①中学生500円、②高校生～64歳

費用 1,000円

談会を行っています。お気軽にご参加

1,500円、③ 65歳以上1,000円

申込 11月18日
（木）20：00～12月20

下さい。

【後期入会費】

【スポーツ安全保険料】

日
（月）
23:59にランネ

日時 11月12日
（金）10：00～12：00

①800円、②1,850円、③1,200円

ット
（h t t p s : // r u n n e t .

ボール代が別途必要。1回無料体験可

jp/)からエントリー

申込 各参加日の3日前までの火・木曜日

他 TATTAをインストール

9：00～15：00または水・金・土曜
日9：00～12：00に氏名（ふりが

場所 サンライブ2階研修室
ランネット

対象 市内在住

費用 無料

申込 不要。会場へ直接
しまふじひでのぶ

①アップル

問合 島 藤英信さんへ電話
（☎080-5127① TATTA Apple

1221）

有料広告
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12月の相談
相談名
一般住民相談

◦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。

日時
平日9：00～12：00、13：00～17：00
毎週水曜日（休館日を除く）10：00～
12：00、13：00～17：00
10日（金）13：30～16：30
10日（金）13：30～16：30

人権相談、行政相談
法律相談
司法書士・行政書士・土地
21日（火）13：30～16：30
家屋調査士合同相談

場所
市役所2階相談室
サンネット相談室
カリヨンハウス内
市役所3階301会議室
市役所2階202会議室
市役所2階202会議室

毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13： 市役所1階市民課
00～16：00

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
毎週月曜日9：00～12：00
る）
毎週火曜日9：00～12：00
毎週金曜日9：00～12：00
障がい者面接相談
平日8：30～17：00
（就労・介護・虐待など）
高齢者面接相談
平日8：30～17：00
（介護・虐待など）

介護・高齢者福祉サービ
平日8：30～17：00
スの相談

保健センター
市役所2階納税課
市役所2階子育て支援課

問い合わせ

不要
不要
必要
（前日まで）
必要
（前日まで）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。
不要

市役所1階ふくしの窓口

必要
（前日まで）☎76-5663

市役所1階ふくしの窓口

必要
（前日まで）☎76-5663

市役所1階長寿介護課
きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内）
なかよし地域包括支援センター 不要
（福祉センター内）

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内）

☎32-8009
☎33-0791
☎34-6811
☎33-3502

成年後見相談

①成年後見支援センター（福祉
成年後見支援センター
①平日8：30 ～17：0 0 、②1日（水）
センター内）
、②おかよし交流 必要
（前日まで）
13：00～17：00
☎41-8063
センター

医療相談

平日8：30～17：00

児童虐待・子ども相談
女性の悩みごと相談
母子・父子・寡婦相談

市民病院地域連携・医療相
談室☎33-3300
平日8：30～17：00
市役所2階子育て支援課
不要
☎32-0910
（専）
不要（面接相談 子育て支援課
毎週月曜日12：00～16：00
電話
（電話相談後に面接相談可）
は要予約）
☎32-9539
（専）
平日9：00～16：30（水曜日を除く） 市役所2階子育て支援課
不要
☎32-8034
毎週火～金曜日9：00～16：00

子育て相談

毎週火・水曜日13：00～16：00

NPO・協働相談
消費生活相談
営農相談

2日（木）13：30～16：30
毎週月・水曜日9：00～12：00
毎週木・金曜日13：30～16：30
8日・22日の水曜日13：30～15：30

市民病院1階総合受付

子育てふれあい広場
（子育て総合支援センター内）
子育てふれあい広場
（カリヨンハウス内）

エイズ・肝炎・梅毒検査

骨髄バンクドナー登録
精神科医による相談
検便・水質検査
広報みよし

7日・14日の火曜日9：00～11：00
8日
（水）
14：00～16：00
毎週火曜日9：00～11：30

2021 年 11 月号

不要

不要

子育て総合支援センター
☎34-0500

市役所3階協働推進課

子育てふれあい広場
☎36-1181
必要
（前日まで）☎32-8025

市役所4階相談室

不要

産業課☎32-8015

緑と花のセンター営農相談室

必要

☎34-6111

毎週月曜日10：00～16：00
教育に関する相談
教育センター「学びの森」
毎週水曜日9：30～15：30
（家庭・学校・不登校・特別 毎週木曜日13：00～17：00
支援）
毎週木曜日18：00～20：00
市役所2階学校教育課
心配ごと相談
6日（月）
・20日（月）9：00～12：00
福祉センター2階相談室
こころの電話みよし
（小学
毎週土曜日12：00～16：00
電話のみ
生～19歳とその家族）
くらし相談（生活困窮）
くらし・はたらく相談センター
平日9：00～17：00
（ふれあい交流館内）
はたらく相談
14日（火）9：00～、10：00～、11：00～
若者のための職業相談
28日
（火）13：00～、14：00～、15：00～ ジョブサポートみよし
（ふれあい交流館内）
14日（火）13：00～、14：00～、15：00～
巡回労働相談
栄養・歯科相談
8日（水）9：00～11：30
20日（月）18：00～19：00
夜間エイズ・梅毒検査

30

予約

衣浦東部保健所

不要

必要

学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026
必要
（前日まで）
予約者優先
社会福祉協議会☎34-1588
不要
必要

教育行政課
☎34-5874
（専）
☎33-5020
（専）
☎33-5070
（専）

必要
（前日まで）☎33-1860
（専）
必要
不要

☎0566-21-9338

不要

☎0566-21-4797

必要
衣浦東部保健所みよし駐在

必要
☎0566-21-9337
水質検査は要予約 ☎0566-21-9353

Novas Informações（Português）

がいこくごじょうほう

外国語情報

News & Information（English）
（日本語の記事は22ページ参照）

（日本語の記事は10ページ参照）
し み ん びょういん きゅうきゅうしんりょう

きゅうしん

かくていしんこく

し

みよし市民病 院救急診療の休診

確定申告についてのお知らせ

Fechamento do Atendimento Emergencial
do Hospital Municipal de Miyoshi

Aviso sobre a Declaração do Imposto de
Renda

Hospital Municipal de Miyoshi
☎0561(33)3300 N0561(33)3308
De acordo com a Lei de Eletricidade, faremos uma
inspeção da instalação elétrica interna do hospital.
Portanto, o atendimento médico emergencial estará
fechado nos seguintes horários:
▶Quando=13 de novembro (sab) 8：30～17：15

Escritório de Imposto de Toyota
☎0565(35)7777(Assistente eletrônica:2)
Para fazer a Declaração do Imposto de Renda,
recomendamos usar o sistema e-Tax que possibilita
fazer a declaração pelo seu computador pessoal ou
smartphone. Lembrando que para utilizar este sistema
e-Tax é necessário ter o cartão My Number (com foto).
Por favor pense na possibilidade de solicitar o cartão.
Pensando na segurança e como uma forma de evitar
o Covid, fique à vontade em usar o e-Tax de dentro da
sua casa.

Temporary Closure of Miyoshi Municipal
Hospital Emergency Care
Municipal Hospital
☎0561(33)3300 N0561(33)3308
In compliance with the Electric Utility Industry Law, an
inspection of electrical equipment in the hospital will be
carried out and emergency care at the hospital will be
closed during the following time period.
▶Date=Nov. 13 (Sat) 8：30～17：15

Notification about Annual Income Tax
Returns
Toyota Tax Office
☎0565(35)7777(audio information number:2）
Please note that the convenient e-Tax format can
be used at home with a personal computer or smart
phone. To use the e-Tax format, users must acquire
a “My Number Card”, so please use this opportunity
to review the procedures to acquire the My Number
Card. From the standpoint of preventing the spread of
Coronavirus infection as well, this is a reliable and safe
way to file your income tax return from your home, so
all are encouraged to take advantage of this convenient
service.

※広 報みよしの中から、外国人の皆さんにも特に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。
ご つうやく

がいこくじんそうだん

しみんか

ポルトガル語通訳による外国人相談
Acompanhado por intérprete de Português
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

市民課 Departamento de cidadania
☎0561-32-8012 N0561-32-8048
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.

市内の外国人登録者数：2,261人

編集後記

市人口に占める割合：3.7%（令和3年10月1日現在）
今回の編集後記は、インターンシップで広報情報課に来てくれた大学生のフレッシュ
な感想をお届けします。
これまでの広報みよし

多くの方の目に留まる

を拝読したり現場に足を

ように情報や魅力を伝え

運んだりしてみよし市の

ることの難しさとそのや

魅力をたくさん見つける

りがいを感じる、貴重な

ことができました。（吉）

経験となりました。
（畑）
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市内在住者向け

電子図書館はじまります
中央図書館 サンライブ内

電子図書館は、インターネットを通じてパソコン

☎34-3111 N34-3114

●●●●●

やスマートフォン、タブレットから24時間いつで
も電子書籍が利用できるサービスです。図書館に足
を運ぶことなく、本を借りたり返したりできます。
音声読み上げなどの補助機能（対応資料のみ）も利用
できます。

貸出点数

3 点まで

貸出期間

14

中央図書館マスコット
キャラクターみらいくん

3 点まで

予約点数

日間

予約取置期間

7 日間

電子書籍を読むには
STEP

1

図書館の利用登録をする
（既に登録済みの人は
STEP2 へ）

STEP

3

読みたい電子書籍を検索して選び、
借りる

を選択する

※利用には有効期限内のみよし市図書館利用者
カードが必要です。
STEP

2

「みよし電子図書館」のサイトにアク
セスし、利用者IDとパスワードを入力
しログインする

電子図書館おすすめポイント
ホームページ

24 時間いつでも利用可能

【URL】
https：//www.d-library.jp/miyoshi/g0101/top/
【利用者 ID】
図書館利用者カードに記載されている10桁の数字
【パスワード】
初期パスワードは生年月日（西暦）の8桁の数字
例：1985年4月1日生 ➡ 19850401

たくさんの便利な機能
・文字サイズ拡大
・しおり、メモ
・音声読み上げ
・画面の背景と文字色の変更

市政情報番組
●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】

●コミュニティFM
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】

みよしTODAY（15分間）月曜日～土曜日放送

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8：09）

初回放送19：00～、以降8回程度リピート放送

みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）

※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。
発行／愛知県みよし市

市長ホットライン 11月1日
（月）
、12月6日
（月）
8：00～、18：00～
ホームページ

編集／広報情報課

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）
みよし市公式フェイスブック

広報みよしをスマホへお届け！

☎0561（32）2111
（代）
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地

みよし市公式インスタグラム

ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
みよし市ホームページ

声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。

ダウンロード

