
20 広報みよし　2022年 5月号

■�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
特設税務相談
市民課��☎32-8012  N32-8048

　相談は無料で相談内容の秘密は固く
守られます。
　お気軽にご相談ください。
内容 �相続、贈与、不動産の譲渡などの
税に関する悩みや困りごとの相談

日時 �6月3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　定員 �6人
申込 �5月16日（月）～30日（月）に市民
課へ電話、または直接

長野県木曽町宿泊助成券
観光協会  産業課内 
☎34-6000  N34-4189

　市と友好提携を結んでいる木曽町の
宿泊助成券を交付します。
施設 �木曽町が指定する宿泊施設
※対象施設は事前にホームページで確
認してください。
内容 ��令和５（2023）年2月28日（火）まで
の宿泊分について、1人1泊につき

4,000円分の助成券を発行し、
精算時に助成分を宿泊料金から割
り引き

※営利目的のツアーや合宿などでの利
用はできません。
※他の助成券との併用はできません。
対象 ��市内在住・在勤・在学、または代表
者が市内在住・在勤・在学の家族や
グループ

定員 �先着で500人
申込 �次のとおり
①宿泊施設に直接予約（必ず事前予約）
②��令和5（2023）年2月17日（金）まで
に観光協会（市役所4階産業課）で申
　請し、助成券を受領
③�宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に
提出

マイナンバーカード休日窓口の
開設
市民課  ☎32-8012��N32-8048
　平日に手続きができない人や窓口の
混雑緩和のため、マイナンバーカード
に関係する手続きについて、休日窓口
を開設します。
期間 �毎月第2日曜日9：00～12：00（受
け付けは11：50まで）

場所 �市役所1階市民課
※転入・転居・転出などの住民異動事務
や、住民票など各種証明書の交付な
どは受け付けできません。各種証明書

は、サンネットで交付することができ
ます。

防災行政無線などを用いた
伝達訓練を実施します
防災安全課  ☎32-8046 N76-5702
　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、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。それに伴い市
内56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。
日時 �5月18日（水）11：00ごろ
※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。

特設人権相談
市民課　☎32-8012��N32-8048
　全国人権擁護委員連合会は、人権擁
護委員法が施行された6月1日を「人権
擁護委員の日」と定めています。市で
は特設人権相談所を開設し、女性・子
ども・高齢者をめぐる人権の問題や近
隣とのトラブルなどの相談に人権擁護
委員が応じます。
日時 �6月1日(水)9：00～12：00
場所 �市役所2階202会議室
費用 �無料　申込 �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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　市役所などを名乗り「医療費の払い戻しがある」などと

がらATMの画面操作をしている人を見かけた際は詐
欺被害防止のため、お声がけをお願いします。

ATM周辺での通話はご遠慮ください

ホームページ

言ってATMを操作させ、現金を振り込ませる
手口が多発しています。携帯電話で通話しな
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第28回三好いいじゃんまつり
踊りグループの参加募集
観光協会　産業課内 
☎34-6000  N34-4189

　「じゃんだらりん」と「J
ジャスト
UST�R

ロ ー リ ン
OLLIN'」

の軽快なリズムにのって、思い切り踊
って楽しみませんか。同僚、友達を誘
って夏の思い出を作りましょう。
日時 �8月20日（土）17：00～21：00（予定）
場所 �三好稲荷閣周辺道路
対象 �18人以上（進行責任者1人、踊り手
15人、給水係1人、安全（感染症対
策を行う）係１人）で構成するグル
ープ

※初参加グループ（初めていいじゃん踊
りを踊る人が8割以上のグループ）は、
7月12日（火）の事前審査会への出席が
必要です。
※上記に満たないグループでも参加で
きますが、いくつか制限があります。

定員 �先着で2,000人（予定）
申込 �5月9日（月）～6月6日（月）に申込書
（ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、観光協会へ
直接

がんばる地域応援補助金
協働推進課��
☎32-8025  N76-5702
　地域が抱える問題の解決を目的に、
行政区や市民活動団体が自主的に行う
新規の公益活動を支援する「がんばる
地域応援補助金」を、団体の皆さんに
交付しています。
　補助金の交付には事前審査に基づく
事業採択が必要です。令和5（2023）年
度に実施する事業に補助金交付を希望
する団体を募集します。
対象 �①市民活動団体（行政区などの同
意不要）、②行政区、地区コミュ
ニティ推進協議会、市民活動団体
（行政区などの同意が必要）

補助 ��消耗品費、印刷製本費、郵送料、
委託料などの経費について①1事
業につき1年度当たり上限10万
円、②1事業につき1年度当たり
上限30万円

※同一の事業を複数年継続して実施す
る場合は、3年間が限度です。
申込 �10月3日（月）～31日（月）に申込書
および資料（ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、
協働推進課へ直接

※事前に事業内容について相談させて
いただくため、協働推進課へご連絡く
ださい。

広報みよしの製本
広報情報課 ☎32-8357��N76-5021

　令和3（2021）年度に発行された広報
みよしを記念に製本して、1冊にまと
めてみませんか。
費用 �1冊1,000円（税・送料込み。振り
込み手数料が別途必要）

申込 �6月30日（木）までに令和3（2021）
年度の広報みよし（令和3（2021）
年4月号～令和4（2022）年3月号）
をまとめて、広報情報課へ直接

ホームページ

　緑と花のセンターには、気軽に野菜づくりなどがで
きる市民農園があります。
　余暇の充実や健康づくりのため、自然と触れ合い、
農作物を作る喜びを体験しませんか。
期間 �利用開始月～令和5（2023）年3月31日　
場所 �さんさんの郷
費用 �1区画25㎡（5ｍ×5ｍ）につき、市内在住・在勤の
人は8,000円（年額）、それ以外の人は10,000円
（年額）

※開始月により月割り計算します。
申込 �利用料金を持参して緑と花のセンターへ直接

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

●�農具（数量限定）を無料で貸し出ししています。
●��農園指導員によるアドバイスを受けることができます。
●��センター休館日（月曜日）、休館時間も利用できます。
●��農園は見晴らしの良い場所にあり、遠方に山々が望め
ます。

ふれあい農園 おすすめポイント！

ホームページ



22 広報みよし　2022年 5月号

お知らせ
流域モニタリング一斉調査
参加者募集
環境課  ☎32-8018��N76-5103　
　県内全域で流域モニタリング一斉調
査を行います。
内容 �身近な水辺で「水のきれいさ」「生
態系」「水辺の様子」を調べ、調査
票（申し込み後配布）を提出

期間 �6月5日（日）～9月末
対象 �どなたでも可（小学生以下は保護

者同伴）
申込 �8月3日（水）までに環境課へ電話、
または直接

自動車税種別割の納付
豊田加茂県税事務所 
☎0565-32-7483
　5月31日（火）は、自動車税種別割の
納期限です。4月1日現在で自動車をお
持ちの人を対象に、5月2日（月）に県
税事務所から納税通知書を発送しま
す。お近くの県税事務所、金融機関、
コンビニエンスストアなどで納付して

ください。パソコンやスマートフォン
などを利用したインターネットバンキ
ングやクレジットカード（別途、決済
手数料が必要）、スマートフォン決済
アプリ（PayPay、LINE�Pay、PayB）で
も納付できます。なお名義変更や廃車
などの手続きを他の人に依頼した自動
車の納税通知書が届いた場合は、それ
らの手続きが３月末日までに行われて
いないことが考えられますので、依頼
先にご確認ください。転居などにより
納税通知書が届かないときは、管轄の
県税事務所に連絡してください。

※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。

    5 日
金

   1
    5

2022

　　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。

ホームページ

コンクリートブロック塀などの安全点検を行いましょう

　地震による被害を軽減するために、コンクリートブロック塀などの安全点検を行い、適合しない項目がある場合は、
専門家に相談しましょう。またコンクリートブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度があります。ぜひご利用
ください。

■新設
内容 �撤去と同時に軽量なフェンスなどを新設する
工事

補助 �設置費用またはフェンスなどの長さ1ｍ当た
り38,400円のいずれか少ない額の3分の2
（上限20万円）

都市計画課　☎32-8023　N34-4429

□塀の高さが2.2m以下　　□基礎がある　　
□傾きやひび割れがない　
□�塀の厚さが10cm以上（塀の高さが2mを超える場合は15cm以上）
□   塀の高さが1.2mを超える場合は、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁を3.4ｍ
以内の間隔で設置している
※組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合は規定が異なります。

安全点検項目安全点検項目

撤去・新設費用の補助制度
■撤去
内容 �道路に面する高さ1m以上のコンクリートブロック塀など
を全て撤去する工事

補助 �撤去費用または塀の長さ1ｍ当たり1万円のいずれか少な
い額の3分の2（指定道路に面する場合は上限12万円、その
他の道路に面する場合は上限10万円）
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業技術総合研究所よりみよし市域を含
む５万分の１地質図幅「豊田」が刊行さ
れ、私たちの住む土地がいつ頃、どの
ようにして出来上がったのかこれまで
以上に詳しく知ることができるように
なりました。
　今回の展示会では、これらの発掘や
地質の最新の調査成果を分かりやすく
展示・解説します。この機会にぜひご
覧ください。
日時 �4月29日（祝）～6月26日（日）9：00
～16：30（休館日は毎週月曜日）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

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

　新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨など
をお値打ちにお買い求めいただけます。
お誘い合わせて、ぜひお越しください。
日時 �5月14日(土)9：00～11：30（雨天
開催）

場所 ��JAあいち豊田グリーンステーシ
ョン三好駐車場

第1回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　ピーマン・ミニトマト・ナスの土づく

りや苗の植付け、育て方などを学びま
せんか。
日時 �5月14日（土）10：00～11：00（少
雨決行）

場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤、農園利用者
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �5月4日（祝）～10日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

豊田高専の体験講座
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828 �
N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp

　高専生とオリジナルの万華鏡作りと
田植え体験をしませんか。　
日時��5月22日（日）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

さ さ ど

戸町（名鉄豊田市駅集合）
対象 �小学4年生～6年生
定員 �抽選で12人　費用 �500円
申込 �5月15日（日）までに申込書（豊田
高専総務課で配布、ホームページ
からダウンロード可）に必要事項
を記入し、豊田工業高等専門学校
総務課へ郵送（〒471-8525�豊田
市栄

えいせい

生町2-1）、ファクス、また
はメール

催し・講座
母子家庭等
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコン講習や介護職員初任者研修
の講習会を実施します。詳しくは愛知
県母子・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 �5月6日（金）～27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

春季企画展　大地を探れ！　
みよしの遺跡・地質調査最前線
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150

　市内では毎年発掘調査が行われ、
地域の歴史を知るための貴重な遺跡や
土器などが新たに発見されています。
　今年1月には、国立研究開発法人産
　　有料広告

ホームページ

ホームページ

  29日［金・祝］　　6 26日［日］　令和  年  29日［金・祝］　　6 26日［日］　  29日［金・祝］　　6 26日［日］　  29日［金・祝］　　6 26日［日］　令和  年令和  年令和  年

みよし市立歴史民俗資料館

 よしの遺跡・地質調査最前線

 ぐ

大地を探

春季企画展

 師器釡（打越出 ）

メタセコイアの化石

（豊田市郷 資料館所蔵）

後援：産総研地質調査総合センター

出典：5万分の1地質図幅「豊田」
（産総研地質調査総合センター）

陶製井戸枠

出 状況

（福谷）

                交通のご案内〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈

公共交通機関でお越しの場合

地下鉄鶴舞線「赤池」駅下車

名鉄バス豊田市行き ・・・・・・・・・・・・・・・・

名鉄三河線「豊田市」駅下車

名鉄バス赤池駅行き ・・・・・・・・・・・・・・・・

名鉄豊田線「三好ヶ丘」駅下車

さんさんバス（いいじゃんライン）「29中部小学校」下車、徒歩3分

●

●

●

「三好」バス停下車、徒歩3分

「三好」バス停下車、徒歩3分

お車でお越しの場合（無料駐車場あり）

東名高速道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 「東名三好」I.C.から約10分

〒 70-022   愛知県みよし市三好町陣取山  -1

TEL 0561-3 -5000     FAX 0561-3 -5150

 川家住宅

  部
小学校

入場無料

 

 開館時間］ 9：00～16：30　 休館日］ 月曜日
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催し・講座
春の文化展
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�

　文化協会各部会の活動の成果を発表
します。数々の素晴らしい作品や演技
をぜひご覧ください。

【展示作品発表】
内容 �絵画、彫刻、陶芸、書道、写真、華
道など

日時 �5月26日(木)～29日（日）10：00
～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

費用 �無料
【芸能発表】

内容 �舞踊、民謡、筝、太鼓、ヘルマン
ハープ、三好音頭など

日時 �5月28日(土）10：00～15：20
場所 �サンアート大ホール　費用 �無料

加
か と う

藤登
と き こ

紀子スペシャルコンサー
トWith中

なかがわ
川翔

しょうこ
子

～時には昔の話を～
サンアート  ☎32-2000  N32-3232
　ジブリ映画「紅の豚」の主題歌を歌う
加藤登紀子さん、あらゆる世代に大人
気の今をときめく中川翔子さんとのコ
ラボコンサートです。
日時 �9月4日（日）17：00開演（16：00開場）
場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定席6,800円
申込 �6月4日（土）10：00から発売開始
※プレイガイドなどでの販売もありま
す。
問合 �サンアートおよび創

そうげい

芸へ電話（☎
0561-76-7231）

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　N38-6222
　特大松ぼっくりを使ってクリスマス
ツリーを作ります。
日時  5月19日(木)13：30～15：30
場所  尾三衛生組合エコサイクルプラザ
2階体験学習教室

対象  みよし市・日進市・東郷町在住
定員  抽選で10人　費用  500円
託児  あり
申込  5月8日(日)までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

石川家住宅出張コンサート
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　石川家住宅でサンアートの出張コン
サートを行います。落ち着いたたたず
まいの古民家で1970年代の懐かしい
曲のバンド演奏をお楽しみください。
日時 �5月14日（土）13：30開演
場所 �石川家住宅奥座敷
出演 �三

さんしゅう

州かまどグループ
対象  どなたでも可　定員  40人程度
費用 �無料　

ロビーコンサート
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　子どもから大人まで気軽に生演奏を
楽しむことができるコンサートです。
皆さんのお越しをお待ちしています。

日時 �5月19日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①弦楽アンサンブル（永

な が た

田真
ま り こ

理子と
アンサンブルひまわり）、②アンサ
ンブル（日進室内管弦楽団アンサン
ブル）、③ピアノソロ（夏

なつ め

目佳
よ し こ

子）
費用 �無料

第1回市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　素敵な庭を見ながら、ゆっくりと一
服のお茶をお楽しみください。
日時 �5月22日(日）10：00～15：00
場所 �石川家住宅
席主 �裏千家��白

しらいし

石ますみ（宗
そうえき

益）さん
費用 �茶券代（一服）当日券500円、前売
り券400円、年間券（4回分）1,200
円

※前売り券は、5月21日（土）17：00まで
文化協会で販売します。

健康・福祉
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
　皆さんの参加をお待ちしています。
内容 �①三好丘緑地を巡る約4.4㎞の浮
き雲桟橋コース、②さんさんの郷
から細口公園付近を巡る約5.1km
のさんさんの郷コースをヘルスパ
ートナーと一緒に歩く

日時 �①5月25日（水）9：30～11：30、
②6月3日（金）9：30～12：00（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �①おかよし交流センター駐車場、
②さんさんの郷第3駐車場

対象 �市内在住　費用 �無料
持物 �過去にこの企画に参加した人は名
札

申込 �不要。集合場所へ直接
※参加する人は当日体温測定をしてか
らお越しください。
※日傘のご利用はできません。

※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。
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認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」
長寿介護課　☎32-8009　N34-3388
　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。
内容 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �5月27日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �家族を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接

小さなことでも継続させることが
何より大切です
市民病院　
☎33-3300 
N33-3308
　糖尿病は、それまでの生活習慣が元
になって引き起こされる病気です。長
い年月を経てのことなので、血糖値は
もちろん、腎機能、膵機能、あるいは
蛋白尿、高血圧など、その人の身体を
総合的にきちんと見つめて、治療を

行っています。大切にしているのは、
本人の生活背景を正確に知ること。高
齢の夫婦暮らしなのか、働き世代の
場合はどんな仕事環境なのかなど詳し
くお聞きします。自己管理が何より大
切な病気ですから、患者さんの生活を
考慮しなければ、どんな目標を立てて
も実現できません。小さなことでも生
活に合わせ、継続的にコントロールで
きるよう、また自分の病気の状況を正
しく把握していただくことにも力を注
ぎ、患者さんとともに歩んでいく診療
を心掛けています。

　▲二
ふたくち
口祥

さち こ
子医師

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽、
ゲームなど（28日は「琴の
音色を味わう」を開催。詳
細は下記参照）

5月8日（日）・18日（水）・
28日（土）14：00～15：
30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包括
支援センター
☎33-4177

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

5月26日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔
寿会ケアハウス
寿睦苑（福谷町
寺田4）

無料
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師
や看護師などによる相談

5月12日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座
室兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房
参加者同士の談話、保健
師や社会福祉士などによ
る相談

5月24日（火）
10：00～11：00

サンライブ講座
室兼音楽室1・2 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

5月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる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。

※オリーブは、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

w
ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe　みんなの認知症コミュニティカフェで「琴の音色を味わう」を開催します
おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878
　日本の伝統楽器、琴の音色を感じてみませんか。
日時 �5月28日（土）14：30頃～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �中

なかしま

島淑
と し こ

子さん　費用無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

認知症カフェオレンジ茶房で「介護予防体操と初夏の健康管理の講習会」を開催します
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501
　楽しみながら頭と体を動かしてみませんか。夏に向けて健康管理のミニ講習もあります。
日時 �5月24日（火）10：00～11：00　場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　対象 �どなたでも可
費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接



26 広報みよし　2022年 5月号

健康・福祉
脳ドックを
受診しましょう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　脳血管疾患などの脳の病気は、生活
習慣病が大きく関わっており、自覚症
状がないまま進行するため、症状が出
たときには緊急性も高くなり重症化し
やすいことが特徴です。脳血管疾患な
どの早期発見を目的として、この機会
に脳ドックを受診しましょう。
日時 �7月1日（金）～令和5（2023）年1月
31日（火）

場所 �①いしい外科三好クリニック、②
みよし市民病院

対象 �市内在住の40歳～74歳（昭和23
（1948）年4月1日～昭和58（1983）
年3月31日生まれ）で下記の受診要
件のいずれにも該当しない人

●�職場などで脳ドック検査の受診機会が
ある、または受診費用の助成がある
● �平成29（2017）年度～令和3（2021）
年度に市の脳ドックを受診した
● 手術などで体内に金属や機器の埋め
込みをした（人工関節・ペースメー
カーなど）
● 妊娠、またはその可能性がある
● 現在、脳血管疾患で治療中または既
往歴がある、もしくは頭痛などの症
状がある
※心臓人工弁や手術などでクリップし
た人は、主治医の確認が必要な場合が
あります。事前確認できないときは、
受診できない場合があります。
費用 �7,000円
定員 �①抽選で50人、②抽選で100人
申込 �5月19日（木）～27日（金）までに申
込書（健康推進課で配布、ホーム
ページからダウンロード可）に必
要事項を記入し、健康推進課へ郵
送（必着）、または直接

※申込書をダウンロードできず、自宅
への郵送を希望する人は、健康推進課

へ電話してください。

日本赤十字社 活動資金の募集
日赤みよし市地区　福祉課内
☎32-8010　N34-3388
　日本赤十字社では、会員の皆さんか
らいただく会費と一般寄付金を合わせ
た「活動資金」をもとに、国内外で多発
する紛争や災害に対し、さまざまな活
動をしています。
　日赤みよし市地区では、各行政区の
ご協力の下、活動資金の募集を行って
います。今年度も赤十字活動にご理解
いただき活動資金の募集にご協力くだ
さい。
期間 �5月31日（火）まで

避難行動要支援者名簿
への登録
福祉課
☎32-8010  N34-3388
　災害が発生したときに、自分の力や
家族の介助だけでは避難することが難
しい人の名簿を作成し、災害時には地
域の皆さんの力をお借りして、迅速な
避難を支援できる仕組みづくりをして
います。
対象 �次のいずれかに該当する人で名簿
に未登録の人（自宅で生活してい
る人に限る）

①�身体障がい者手帳を持っている（肢
体不自由の障がい1～3級、または
視覚・聴覚障がい1、2級）
②療育手帳を持っている（A判定）
③�介護保険の要介護認定を受けている
（要介護3～5）
④難病患者で自ら避難することが困難
⑤上記以外で名簿への登録を希望する
申込 �登録同意書（福祉課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、福祉課へ郵送
または直接

市民病院の新任医師紹介
市民病院　☎33-3300　N33-3308
　市民病院の小児科医として吉

よ し だ

田智
と も や

也

医師が、総合診療科医として稲
いなぐま

熊里
り か

香
医師が着任され、4月1日付けで吉田
医師は小児科部長に、稲熊医師は総合
診療科専攻医に就任しましたので紹介
します。
【吉田智也医師】
　名古屋市立大学医
学部附属東部医療セ
ンターなどの勤務を
経て本年4月に着任
いたしました。地域のお子さんの健
康・発達のサポートに努めてまいりま
す。どんな小さな困りごとでもぜひご
相談ください。よろしくお願いいたし
ます。
【稲熊里香医師】
　名古屋記念病院で
の研修を終え、今年
４月から勤務させて
いただくこととなり
ました。地域の皆様に寄り添った診療
を心掛けてまいります。よろしくお願
いいたします。

8020運動の達成者募集
豊田加茂歯科医師会
☎0565-35-8020　N0565-34-3394

　80歳になっても自分の歯を20本以
上保つ8020運動の達成者を表彰し、
記念品を贈呈します。
対象 �昭和18（1943）年3月31日以前の
生まれ（令和5（2023）年3月31日時
点で80歳）で、自分の歯が20本以
上残っている人（過去に8020表彰
をされた人を除く）

申込 �5月31日（火）までに豊田加茂歯科
医師会会員の歯科医院へ直接

※証明の健診（無料）を受けていただき
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。

ホームページ

ホームページ
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子育て
親子ビクス
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内 
☎34-1867   N34-6791
　親子で体を動かす気持ちよさを味
わってみませんか。
日時  5月31日（火）10：00～11：00
場所  打越保育園遊戯室
対象  1歳以上の歩くことができる未就園
児とその保護者

定員  抽選で15組　費用  1人15円　

申込  5月17日（火）～24日（火）9：00～
16：00にみなよし地区子育て支
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
の入会説明会・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。
　依頼会員・援助会員になるための入

会説明と講習会を開催します。
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  6月17日（金）9：30～12：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  依頼会員…市内在住・在勤・在学で
生後2カ月～小学6年生までの子
どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な人

申込  5月21日（土）（日・月曜日を除く）ま
での9：00～16：30にファミリー・
サポート・センターへ電話、または
直接

期間 �7月21日（木）～8月31日（水）（土･日曜日、8月13日（土）
～15日（月）を除く）8：00～18：00。就労証明書などで
必要性が認められた場合のみ7：30～8：00、18：00～
19：00の利用も可

対象 �昼間、就労などにより家庭に保護者のいない、市内在学
の小学生

費用 �7月…4,100円（月額）、8月…8,000円（月額）
申込 �5月9日(月)～27日(金)に申込用紙（子育て支援課、各児
童クラブ(14：15～19：00)で配布）に必要事項を記入
し、就労証明書を添えて、子育て支援課、または各児童
クラブへ直接

※入所には優先基準があります。子育て支援課または各児童
クラブで配布する「放課後児童クラブご案内」をご確認ください。
※募集人数は、通年児童の受け入れにより変動があります。
※中部、北部、天王児童クラブの募集はありません。

　市では、放課後児童クラブの運営を民間事業者
に委託しています。放課後児童クラブで働きたい人
は、右記事業者にお問い合わせください。

詳しくは、各児童クラブへご連絡ください。

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 募集人数

南部児童クラブ 南部小学校 5人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 5人

三好丘児童クラブ 三好丘小学校 10人

緑丘児童クラブ 緑丘小学校 10人

黒笹児童クラブ 黒笹小学校 10人

南部児童クラブ
夏季教室 南部小学校 40人

緑丘児童クラブ
夏季教室 緑丘小学校 40人

児童クラブ名 場所 募集人数 住所 電話番号

キッズクラブ・
クックバラ ベル三好幼稚園 若干名 三好丘4-1-4 ☎36-8699

キッズクラブ・
クックバラみよし キッズハウスみよし 若干名 三好丘1-11-5 ☎36-3131

エジソンハウス 桃山幼稚園 20人 西陣取山26-1 ☎32-4443

夏休み期間の放課後児童クラブ入所受け付け

夏休み期間の放課後児童クラブの
支援員募集

公立放課後児童クラブ公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ民間放課後児童クラブ

勤務 �小学校の夏休み期間内（7月21日（木）～8月31日（水））で
10日以上、7：30～19：00の間で6時間程度

※勤務日数については相談に応じます。
申込 �シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社名古屋営
業所へ電話（☎052-979-2610）
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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  6月2日（木）10：00～11：00
場所  黒笹保育園遊戯室
対象  1歳半以上の未就園児とその保護者
定員  抽選で15組　費用  1人15円　
申込  5月19日（木）～26日（木）9：00～
16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

児童手当制度の一部改正
子育て支援課  
☎32-8034  N34-4379　
　令和4（2022）年6月から児童手当制
度の一部が変わります。

【改正点1】
　現況届の提出が原則不要となります。
これまで児童手当・特例給付受給者の全
ての人に現況届の提出をお願いしてい
ましたが、6月以降は次の人を除き現
況届の提出が不要です。
●現況届の提出が必要な人
　次のいずれかに該当する人
①�配偶者からの暴力などにより、住民
票の住所と異なる市区町村で児童手
当を受給している
②支給要件児童の戸籍がない
③�離婚協議中で配偶者と別居している
④�その他、みよし市から提出の案内が
あった
※該当する人は、6月から随時現況届
を送付します。
※現況届の省略に伴い、氏名変更や住
所変更、加入年金の種類変更、離婚・
再婚など、家庭状況が変わった場合は
届出が必要です。

【改正点2】
　特例給付に所得上限限度額が設けら
れます。令和4（2022）年10月支給分
から、受給者の所得が所得上限限度額
以上の場合、児童手当などは支給され

ません。
※所得上限限度額については、ホーム
ページをご覧ください。
※児童手当などが支給されなくなった
後に受給者の所得が所得上限限度額を
下回った場合、改めて認定請求書の提
出などが必要となります。

就学相談会
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和5（2023）年度以降に小学校へ就
学するお子さんとその保護者を対象に
した就学相談会を実施します。子育て
や小学校の就学に関する悩みについて、
専門の相談員などが無料で相談に応じ
ます。お気軽にご相談ください。
日時 �6月3日（金）・6日(月)・8日（水）・9
日（木）9：00～12：00、13：00～
17：00

場所 �学びの森相談室
申込 �5月9日（月）以降に学びの森へ電
話（☎33-5010）（要予約）

乳幼児の緊急手当ておよび
救急救命
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
内容  消防署員による乳幼児に起きやす
い身近な事故やけがの対処方法、
応急処置、救急救命などについて
の講義

日時  5月30日（月）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  未就園児とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  5月16日（月）～23日（月）9：00～
16：00に三好丘地区子育て支援
センターへ電話、または直接

スポーツ
チャレンジデー2022
スポーツ課　
☎32-8027 N34-6030
　チャレンジデーは、日常的なスポー

ツの習慣化や住民の健康増進、地域の
活性化に向けたきっかけづくりを目的
とした住民総参加型のスポーツイベン
トです。毎年5月の最終水曜日に人口
規模がほぼ同じ自治体で、15分以上継
続して運動やスポーツを行った人の「参
加率(％)」を競い合います。対戦に敗れ
た場合は勝った自治体の旗を庁舎のポ
ールに1週間掲揚して健闘を称えると
いうユニークなルールのイベント。今
年の対戦相手は島根県雲

うんなん
南市です。

日時 �5月25日（水）0：00～21：00
場所 �市内のどこでも可
対象 �どなたでも可
種目 �①散歩・ウォーキング、②ランニ
ング・ジョギング、③ヨガ・体操、
④筋力トレーニング、⑤サイクリ
ングなど、どんな運動でも可

報告 ��当日21：30までに実施した運動
の内容と参加人数を以下の方法で
報告

●電話（報告専用）
　☎0561-34-3831
●ファクス
　N0561-34-6030
●報告システム
�　右のQRコードから
●参加報告書
　市役所、三好公園総合体育館、きた
よし地区公園管理事務所、サンネッ
ト、おかよし交流センター、明越会館
に「参加報告回収ボックス」を設置
※参加報告をしていただいた人の中か
ら抽選で島根県雲南市の特産品が当た
ります。抽選結果は発送をもって代え
させていただきます。

【チャレンジデー2022　in i
アイ

-M
モ ー ル

ALL】
　誰でも気軽に楽しめるレクリエーショ
ンスポーツで体を動かしましょう。
日時 ���5月25日（水）第1部11：00～12：
　　00、第2部14：00～15：00
場所 �イオン三好アイ・モール1階セント
ラルコート

種目 �①カローリング、②ボッチャ、③
ラダーゲッター、④ディスゲッター、
⑤わなげ

※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。

報告システム

ホームページ

ホームページ
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　　有料広告

ソフトバレーボール講座
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

日時 �5月6日・20日・27日、6月3日・10
日・24日の金曜日19：00～20：30

※7月～令和5（2023）年3月も、月3回
開催予定です。
場所 �南中学校体育館　対象 �中学生以上
定員  先着で5人　費用  7,200円
※別途年会費（保険料含む）中学生1,800
円、高校生以上4,000円が必要です。
初めての人は、1回無料で体験できます。
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に、氏名、電
話番号を明らかにして三好さんさ
んスポーツクラブへ電話、メール、
または直接

短期バレトンdeダイエット講座
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
日時 �5月19日、6月2日・16日・30日の
木曜日11：30～12：30

※7月～令和5（2023）年3月は月に2
回程度開催予定です。
場所 �明知上公民館ホール

対象 �どなたでも可　定員  先着で10人
費用   会員…1回700円、チケット（5回
分）3,000円、非会員…1回800円、
チケット（５回分）3,500円

※初めての人は、1回500円で体験でき
ます。
持物  ヨガマット
申込  各開催日の2日前までに、氏名、
電話番号を明らかにして三好さん
さんスポーツクラブへ電話、メー
ル、または直接

採　用
社会福祉協議会臨時職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
職種 �ホームヘルパー
勤務 �希望する曜日、時間帯（要相談）
賃金 �時給1,202円～1,254円（その他手
当などあり）

対象 �普通運転免許を持っていて、介護
福祉士、看護師、介護職員基礎研
修、ヘルパー1級、介護職員初任
者研修（旧ヘルパー2級）のいずれ
かの資格を持っている人

定員 �若干名
申込 �随時。応募用紙（ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、社会福祉協議会へ直接

伝言板
ほめて育てる　理論と実践
　子どものほめ方のポイントと注意点

を分かりやすく教わります。
日時 �5月11日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �名古屋市西部地域療育センター所
長の宮

みやち
地泰

たい し
士さん

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

たけし
さんへファクス（N33-5381）、

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

週末型ゆる森　
青空の下でのんびり
お絵描き
　親子で広い芝生でお絵描きしたり、
自然の中でゆったり過ごしませんか。
日時 �5月28日（土）10：30～12：30
場所 �三好丘緑地
対象 �0歳～5歳児とその保護者（きょう
だいの参加も可）

定員8組程度　費用 �1組1,000円
申込 ��親子の名前、年齢、電話番号を明
らかにして、森のようちえんてんと
うむしへメール（{2021tentoumushi

���������@gmail.com）

守ろう憲法9条・市民トーク集会
内容 �名古屋法律事務所の兼

かねまつ
松洋

よう こ
子弁護

士の基調講演と参加者によるトー
ク集会

日時 �5月14日（土）13：30～15：30
場所 �サンアート研修室　費用  無料
問合 �みよし9条の会の加

かと う
藤憲
さとる
さんへ電

話（☎080-6903-5361）

ホームページ
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