広報

みなさんと市政を結ぶホットライン

みよし

Miyoshi

No.1230

2022

city magazine

特 集 9月は「世界アルツハイマー月間」です

今月号の表紙
8月6日、3年ぶりに開催さ
れた三好池まつり。三好池を

市政ニュース
▶市長と話そう！
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▶保育料・給食費の改定、第2子以降の保育料・給食費無償化
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▶大学生等生活応援品支給事業
▪はぐくみ･･･17
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▪保健ガイド･･･20
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巡る提灯舟や水面に光の弧を
描く水中スターマインなど
「夜
空と水面の饗宴」
に多くの観客
が酔いしれました。

▪みよしインフォメーション･･･22

特集 9月は
「世界アルツハイマー月間」です
長寿介護課

N34-3388

平成6
（1994）
年、国際アルツハイマー病協会
（ADI）
は世界

今月の特集では、認知症になっても住み慣れた

保健機関
（WHO）
と共同で毎年9月21日を
「世界アルツハイ

地域で安心して生活し続けられるように、市で

マーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施し

行っている取り組みを紹介します。アルツハイ

ています。また9月を
「世界アルツハイマー月間」と定め、さ

マー月間をきっかけに、認知症について考えてみ

まざまな取り組みを行っています。

ましょう。

アルツハイマー病とは、認知症の原因となる病気の一つ
で、アルツハイマー型認知症と呼ばれることもあります。脳
が縮んでいく病気で、症状はもの忘れで発症することが多
く、ゆっくりと進行します。また認知症の中で、最も多い割
合を占めています。

認知症施策推進ロゴマークの制定
市の認知症施策の推進のため、令和元（2019）年度に決定
した
『毎日のくらし

もっと自分らしく』というスローガンを

盛り込んだロゴマーク。
「みよし市で人生の最期まで自分ら
しく生活する」というメッセージが込められています。市の
健康づくりキャラクターであるキューちゃんに、認知症サ
ポーターの証であるオレンジリングが付いているところがポ
イントです。
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認知症サポーター養成講座の開催
自治会・学校・企業・有志の集まりなどに講師（キャラバン・メイト）が
出向いて、認知症についての勉強会を行います。「認知症についてよ
く知りたい」
「近所や職場で困っている認知症の人を手助けしたい」と

ホームページ

いう人なら、どなたでも受講できます。特に企業や団体からの講座依

◀認知症サポーター

頼を受け付けています。詳しくはホームページをご覧ください。

キャラクター「ロバ隊長」

市内初のチームオレンジ結成
今年の5月、グラウンドゴルフ仲間が認知症を発症したことをきっ
かけに三好丘緑行政区に
「チームオレンジ※」が立ち上がりました。市
の認知症サポーター養成講座を受講した後、” 地域でどのように生き
たいか、自身や家族の状況が変わったときにはどうなりたいか、「元
気なときにこうやって話していたよね」と言えるように、できること
を考えたい ” という思いから、認知症について正しく理解するための
勉強会を重ねました。三好丘緑行政区では『チームみどりんオレンジ』
と命名し、地域での見守り活動を行っています。
※認知症サポーター養成講座を受講した人がチームを組み、認知症の人や

▲チームみどりんオレンジのメンバー

その家族に対する生活面の支援などを行う取り組み。

仲間が認知症と診断されました。認知症のことは誰もが知ってはいました
が、実際どう対応してよいかを知りません。大変焦り、自分たちが認知症に
関しての知識や対応を学んでこないうちに仲間が認知症になってしまったこ
とを後悔しました。そこで、きたよし地域包括支援センターに助けを求める
と、長寿介護課や社会福祉協議会も手を貸してくれました。こうして我々の
チームが動き始めました。認知症の仲間を見守り、適切な知識を持って対応
し、恐れず、遠ざけない。今はチームの緩やかな活動と、自分たち高齢者ほ
▲チームリーダーの
やまだたかお

か若い世代による新しいチームの立ち上げを目指しています。

山田隆夫さん

本を通して伝えたい認知症の人の思い
本を通して認知症の人や家族の思いを感じてみま
せんか。サンライブ中央図書館で認知症について
知ってもらうための特集コーナーを設置していま
す。ぜひ足を運んでみてください。
期間 9月1日
（木）
～30日（金）
場所 サンライブ中央図書館1階

▲昨年度の特集コーナーの様子
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あれ? と思ったら...
認知症初期集中支援チームによる個別の専門職がサポートします。ふらっと立ち寄
り、皆で気軽に話せる場所もあります。ぜひお気軽にご参加ください。

■認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われる人やその家族に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を集中的に

行うことを目的とした、医療や介護の専門職によるチームです。認知症の専門医（サ
ポート医）の協力を得て支援します。チーム員が家庭訪問し、受診や介護サービスにつ
なげるためにお手伝いをしたり、対応の方法についてご家族へアドバイスをします。

例えばこのような時
●介護サービスを利用してもらえると良いが、本人が利用してくれない

最近、おばあちゃん

●医療や介護のサービスを利用したいが、どうしたらよいか分からない

の物忘れが始まった

●認知症による症状が強く、介護や対応に困っている

ようで、どうしたら

●専門の医療機関に受診したいが、病院に行ってくれない

よいか困っています

支援までの流れ
認知症かな？
と思ったら...

①まずは「地域包括支援センター」
へ相談してください。

▲電話相談

②認知症初期集中支援チー

▲窓口相談

③関係する機関に引き

ムが家庭訪問します。

継ぎをします。

▶認知症の相談は地域包括支援センター
（詳細は5ページ参照）で受け付けています。相談内容に応じて複数の
専門職でチームを組んで家庭訪問をし、認知症のご本人や家族の訴えを聞きながら支援を行います。

■家族の支援の取り組み
認知症介護家族交流会「ひまわりの会」
家族が認知症ではないかと気になっている人、
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日時 9月30日
（金）13：30～15：30
場所 市役所2階202会議室

認知症の家族を介護している人はいませんか。介

対象 家族を介護している人

護の不安や困りごとを相談し、交流できる事業で

費用 無料

す。詳しくはホームページをご覧ください。

申込 
不要。当日、会場へ直接
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ホームページ

■認知症カフェ
市では認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる通いの場として認知症カフェを毎月開催していま
す。認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。9月の認知症カフェは下表のとおりです。
名称

内容

日時

場所

みんなの認知症
9月8日
（木）
・18日
参加者同士の談話、音楽、ゲーム
コミュニティカフェ
（日）
・28日
（水）
三好丘旭1-4-8
など
（18日の詳細は下記参照）
ワ ラ ウ カフェ
14：00～15：30
warau café

問い合わせ

無料

おかよし地域包括
支援センター
☎33-4177

無料

きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

オリーブ

脳トレ、回想法、大正琴、歌、健康
9月22日（木）
体操など
13：30～15：00
※事前予約が必要です。

あんみつカフェ

脳トレ、催しなど

にこにこサロン

参加者同士の談話、薬剤師や保健 9月8日（木）
師などによる相談
14：00～15：00

サンライブ3階講座室
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
9月27日（火）
福祉士などによる相談
（詳細は下
10：00～11：00
記参照）

サンライブ3階講座室
兼音楽室1・2

無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

■warau café

なかよし地域包括
※現在は新型コロ みよしの家
（西一色町
500円 支援センター
ナウイルスの影響 猿投松）
☎34-6811
で休止中です。

■オレンジ茶房
「くすりと健康」

みんなの認知症コミュニティカフェ

「認知症のある人も、ない人も暮らしやすい社会になるために」

みなよし地域包括支援センター
☎33-3502 N33-3501

おかよし地域包括支援センター
☎33-4177

社会福祉法人翔寿会ケ
アハウス寿睦苑
（福谷
町寺田4）

費用

N36-2878

薬の基本知識の話と薬に関する疑問・質問に
薬剤師がお答えします。

日時 9月18日(日)14：00～16：30

【第1部】14：00～15：30  認知症サポーター養成講座（特別版）

日時 9月27日
（火）10：00～11：00

【第2部】15：30～16：30  認知症について一緒に考え話し合っ

場所 サンライブ3階講座室兼音楽室1・2

てみよう！

対象 どなたでも可

場所 三好丘旭1-4-8

費用 無料

対象 どなたでも可

申込 
不要。当日会場へ直接

定員 10人程度

費用 無料

申込 お かよし地域包括支援センター

へ電話

▲過去の開催の様子

認知症のお悩みは、地域包括支援センターにご相談ください
地域包括支援センターは、認知症の相談をはじめ、地域で暮らす高齢者や
その家族が安心して暮らせるように、福祉・医療・介護などのさまざまな面か
ら総合的に支援する機関です。担当する地域に、お気軽にご相談ください。
【三好丘中学校区】おかよし地域包括支援センター

☎33-4177

【北中学校区】

きたよし地域包括支援センター

☎33-0791

【三好中学校区】 なかよし地域包括支援センター

☎34-6811

【南中学校区】

☎33-3502

みなよし地域包括支援センター
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※写真はイメージです。

特集 地震に強い住まいづくり
都市計画課

☎ 32-8023

N34-4429
34-4429

毎年9月1日は
「防災の日」、そして9月は「防災月間」とされています。これは大正
12（1923）年に関東大震災が発生したことや、台風シーズンを迎える時期でもある
ことから、私たちが災害に備えつつ災害への認識を深めるために制定されました。
平成7
（1995）年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、地震による死者のうち
9割が家屋の倒壊などによる窒息・圧死でした。
私たちの住む愛知県でも、大規模な地震がいつ発生してもおかしくないといわれて
います。今回の特集では、地震に強い住まいづくりに焦点を当てて、市の取り組みな
どを紹介します。あなたの住まいについて、今一度確認してみませんか。

無料の耐震診断を受けましょう
現在の建築基準法の耐震基準が適用された昭和56（1981）年5月以前に着工された
木造住宅は、過去の地震による建物被害の統計から、大規模な地震の際に倒壊してし
まう危険性が高いことが判明しています。市では木造住宅の無料耐震診断を実施して
いますので、この機会にぜひご利用ください。
対象 次の①、②に該当すること

①昭和56（1981）年5月31日以前に着工された木造住宅
②在来軸組構法または伝統構法
※プレハブ、ツーバイフォーなどは対象外です。
申込 都市計画課へ直接
他 この無料耐震診断の結果、改修が必要と判断さ

れた住宅については改修費用などの一部を補助
する制度を実施（次ページ参照）
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耐震改修工事などの対策をしましょう
下表の補助制度を活用して、地震に対して安全な住まいにしましょう。県の「あいち耐震改
修ポータルサイト」では、過去に耐震改修工事を行った施工業者の実績なども公開しています。
市ホームページ あいち耐震改修
ポータルサイト

補助の種類

補助を受けられる主な条件

補助金の額

木造住宅耐震改修

木造住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値を次のよう
にする改修工事
耐震改修費の80％
● 0.7未満 → 1.0以上
（上限120万円）
● 0.7以上1.0未満 → 0.3以上加算

木造住宅段階的耐
震改修

木造住宅耐震診断を受け判定値が0.4未満の住宅で、判
耐震改修費の80％
定値を次のように2段階で1.0以上にする改修工事
①１段階目（上限60万円）
①１段階目 0.4未満 → 0.7以上1.0未満
②２段階目（上限30万円）
②２段階目 １段階目を実施したもの → 1.0以上

木造住宅耐震シェ
ルター設置

木造住宅耐震診断を受け判定値が0.4未満の住宅で、高 耐震シェルター設置に要する費用
齢者または障がい者が住む世帯
（上限30万円）

建築物撤去

建築物の撤去に要する費用
● 木造住宅耐震診断を行い、判定値が1.0未満の建物
●道路に面する建築物で倒壊時に道
● 建 築士が実施した耐震診断でIs値0.6未満と診断さ
路をふさぐおそれのあるもの
れた木造住宅以外の建物
（上限25万円）
●老朽化が明らかで、応急危険度判定士が「危険」と判
● 上記以外の建築物
断した建物
（上限20万円）

※これらの他にもさまざまな補助制度があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

ブロック塀の自己点検をしましょう
皆さんの周りにあるブロック塀は、見かけはしっかりしていても安全性に欠ける
ものがたくさんあります。過去の地震においても、ブロック塀の倒壊による犠牲者
が発生しています。危険なブロック塀をなくし二度と犠牲者を出さないよう、ブ
ロック塀の所有者は自己点検をしましょう。
■以下のチェック項目に1つでも該当していれば、安全性に欠けると考えられるため改善を行う必要があります。
速やかに専門家に相談してください。ブロック塀の撤去・新設にも市の補助制度があります。ぜひご利用ください。

チェック項目
□ 高さが2mを超える
（厚さが15cm以上で
あれば、2.2mを超える）
□ 厚さが10cm未満である
□ 傾きがある
□ ぐらつきがある
□ 亀裂・ひび割れがある
□ 透かしブロックが連続で配置してある
□ 鉄筋が入っていない
□ コンクリート基礎がない
□ ブ ロック塀の高さが1.2m超えの場合、
塀の高さの5分の1以上突出した控え壁

■ブロック塀に関する補助制度
【撤去】
対象 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）
【新設】
対象 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）

を3.4m以内の間隔で設置していない
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市長と話そう！

広報情報課 ☎32-8357 N76-5021

お や ま たすく

小山祐市長が、市民の皆さんの活動の場や生活の場へ出向き、みよしのまちづくりについて皆
さんから直接、生の声をお聴きします。まちづくりは行政だけが担うものではなく、市民の皆さ
ん一人一人が担い、共につくり上げていくものです。皆さんが
「こんなふうにしてみたら、みよ

ホームページ

申し込みフォーム

しがもっと良くなるのに」と、日頃の活動や生活などをする中で感じているまちづくりへの思い
を市長と話してみませんか。
日程 原 則、市ホームページで公開されている候補日か

ら選択
（時間は60分程度）
対象 どなたでも可
場所 申込者が希望する場所
（希望する場所が無い場合

は広報情報課で指定）
申込 次の①または②のいずれか

①右記申し込みフォームへ入力

▋開催までの流れ
STEP1

市ホームページで日程を確認

STEP2

広報情報課へ申し込み

STEP3

広報情報課から申込者へ連絡

②申込書
（広報情報課で配布またはホームページから
ダウンロード可）または任意の様式に代表者の氏名、
連絡先・連絡方法、希望日時、参加人数、場所
（指定
する場合）を記入し、広報情報課へ郵送、ファクス
または直接

第26回参議院議員通常選挙結果について
7月10日執行の第26回参議院議員通
ホームページ

当日の
有権者数

投票者数

投票率

選挙区

48,446人

29,352人

60.59％

比例代表

48,446人

29,350人

60.58％

投票者のうち、13,213人が期日前投票を利用し、
このうち今回より設置したおかよし交流センター期
日前投票所では、3,071人の利用がありました。
なお今後、愛知県知事選挙
（令和5
（2023）年2月

つかざきみお

藤川政人

9,547

斉藤よしたか

伊藤たかえ

4,722 .653 石川あきひこ
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118
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れいわ新選組

1,370

新党くにもり

公明党

2,407

自由民主党

155 .166 社会民主党

立憲民主党

2,912 .964 NHK党

国民民主党

5,124 .055 維新政党・新風

参政党

341
2,998 .940
328

216

117

投票者数：29,350人
得票数

日本維新の会

ごぼうの党

1,014

2,831

302 .098 平岡真奈美

比例代表

得票数

61 .059

山下けんじ

幸福実現党

ださい。

477 .901 がきや宗司
3,025

（2023）年4月29日任期満了）
、みよし市議会議員

ンターに期日前投票所を設置しますので、ご利用く

候補者名

里見りゅうじ

14日任期満了）や愛知県議会議員一般選挙
（令和 5

定されています。いずれの選挙でもおかよし交流セ

得票数

山下しゅんすけ

政党名

一般選挙
（令和5
（2023）年4月29日任期満了）が予

N32-2165
投票者数：29,352人

候補者名

をご覧ください。
区分

☎32-8000

選挙区

常選挙の結果については、下記のとおり
です。開票結果の詳細は、ホームページ

選挙管理委員会

得票数
54
1,000 .007
35
9,703 .357
457
692 .833
41

966
※得票数には名簿登載者の得票数を含んでいます。
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保育料・給食費の改定、第2子以降の保育料・給食費無償化
子育て支援課

☎32-8034

N34-4379

令和5
（2023）
年4月分から保育料・給食費の額を次のとおり改定します。
【保育料・給食費】
変更前
保育料
（0・1・2歳）
標準時間
短時間

階層区分

給食費
（3・4・5 歳）

階層区分

変更後
保育料
（0・1・2歳）
標準時間
短時間

給食費
（3・4・5 歳）

生活保護世帯

0円

0円

0円 生活保護世帯

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

0円

0円

0円 市民税非課税世帯

0円

0円

0円

市民税所得割額
77,101円未満世帯

0円

0円

0円

市民税所得割額
97,000円未満世帯

15,000円

13,000円

市民税所得割額
169,000円未満世帯

22,000円

20,000円

8,800円
8,600円
市民税均等割のみ世
帯
（4,400円）（4,300円）

600円
11,900円 11,500円
市民税所得割額
（600円）
48,600円未満世帯 （5,950円）（5,750円）
市民税所得割額
57,700円未満世帯
市民税所得割額
58,300円未満世帯

19,300円 18,700円
（9,000円）（8,700円）

25,200円 24,400円
市民税所得割額
77,101円未満世帯 （9,000円）（8,700円）

4,200円
（600円）

市民税所得割額
97,000円未満世帯

25,200円

24,400円

市民税所得割額
120,000円未満世帯

34,000円

33,000円

市民税所得割額
169,000円未満世帯

37,700円

36,500円

市民税所得割額
301,000円未満世帯

46,600円

45,200円

市民税所得割額
301,000円未満世帯

31,000円

29,000円

市民税所得割額
301,000円以上世帯

56,900円

55,300円

市民税所得割額
301,000円以上世帯

40,000円

38,000円

4,200円

※（
【第2子以降の保育料・給食費】

4,200円

）内はひとり親世帯・在宅障がい児（者）のいる世帯の金額です。

※3歳未満児クラスの給食費は保育料に含まれます。
変更後
第1子

所得階層区分
全世帯
（年齢制限なし）

上記表の変更後の額

第2子以降
0円

災害時における液化石油ガスの供給等に関する協定締結
防災安全課

☎32-8046

N76-5702

7月27日、みよし市と愛知県LPガス協会西三河支部豊田分会との災害時における
液化石油ガスの供給等に関する協定が締結され、小山祐市長と愛知県LPガス協会西
しもばやし いくはる

三河支部豊田分会下林幾治分会長が協定書に調印しました。この協定により、市内で
地震や風水害などの災害が発生する恐れがある場合に、避難所に設置されている空調
機およびLPガス発電機へLPガスを迅速に供給することができ、避難所における生活
環境の向上および照明や電気炊飯器などの電力の確保が可能となります。
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後期高齢者医療被保険者証の更新

保険年金課

☎32-8016

N34-3388

期間 12月28日
（水）
8：45～17：15まで（土日祝日も開設）

令和４
（2022）年10月１日から後期高齢者医療制
度において、医療費の窓口負担割合に２割が加わるた
め、後期高齢者医療被保険者証
（保険証）
の更新を今年

7月にお届けした被保険者証

度は２回行います。現在お持ちの保険証
（赤茶色）
の有

（2割負担の記載なし）

効期限は、９月30日までです。10月１日からは９月

【有効期間】

中旬に送付する新しい保険証
（青色）
をお使いください。

令和４
（2022）
年9月30日まで

負担割合に変更がない人にも再度新しい保険証
（青色）
を送付します。なおご自分の負担割合が変更になるか
どうかは、９月中旬に送付する保険証または下記のフ
ローチャートでご確認ください。

9月中旬にお届けする被保険者証

※7月にお届けした保険証の負担割合が3割の人は負

(2割負担の場合は
「2割」の記

担割合の変更はありません。

載あり）

【問い合わせ】

【有効期間】

あいち後期高齢者医療コールセンター☎0570-011-

令和４
（2022）
年10月1日～令

558

和5
（2023）年7月31日

※ご利用には通話料がかかります。

【フローチャート】
世帯に現役並み所得者※1に該当する被保険者がいる
いいえ

はい

世帯の75歳以上の人※2のうち
課税所得※3が28万円以上の人がいる
はい

いいえ

世帯に75歳以上の人※2 が2人以上いる
いいえ

はい

「年金収入※4＋その他の合計所得
が200万円以上である
金額※5」

世帯全員

世帯全員

1割 負担

1割 負担

いいえ

はい

いいえ

3割 負担

「年金収入※4＋その他の合計所得
が320万円以上である
金額※5」

2割 負担

世帯全員

1割 負担

はい

世帯全員

2割 負担

※1

課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人

※2

後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の人（65～74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受け
た人を含む）

※3

住民税納税通知書の
「課税標準」の額
（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除
（基礎控除や
社会保険料控除など）
などを差し引いた後の金額）
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※4

年金収入には遺族年金や障害年金は含まない

※5

事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額

広報みよし

2022 年 9 月号

大学生等生活応援品支給事業

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている大学生などの生活を経済的に支援する
とともに、故郷に対する郷土愛を醸成するため、１万円相当のみよし市特産品を詰め合わせた生活
応援品を支給します。

ホームページ

申し込みフォーム

対象 次の①～③のいずれかに該当する人

①市内に住所を有する19～22歳※1

生まれ

②市外に住所を異動した19～22歳※1で、その保護者が市

申請 次のとおり

内在住

①申請不要。該当者には、市から応援品の支給方法などに

③大学、大学院、短大、専門学校に在学している23～29
歳※2で、市内に住所を有するか、その保護者が市内在住

ついて連絡します。
②③12月28日（水）までに申請書（教育行政課で配布、ホ

※1…平成12（2000）年4月2日～平成16（2004）年4月1

ームページからダウンロード可）に必要事項を記入して、

日生まれ

教育行政課へ郵送、直接または申し込みフォームへ入力

※2…平成５
（1993）
年4月2日～平成12
（2000）
年4月1日

NEWS 119 尾三消防

他 10月下旬から順次発送

尾三消防本部予防課

☎38-7236

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。

家庭における
防災・減災

地震、豪雨、洪水などの大規模な災害はいつ起きてもおかしくありません。日頃から災害に備
えることが大切です。災害に備え、今できる対策について考えましょう。
■災害伝言ダイヤル171の活用方法を確認しましょう！

■非常持出用バッグの中身を確認しましょう！

災害の発生により通信がつながりにくい状況になった

□貴重品
（身分証明書、健康保険証、マイナンバーカード）
□食料・水
（最低3日分、自宅への備蓄用で7日分確保する）
□救急用品（アルコール、マスク、ばんそうこう、持病のあ

場合に提供が開始される声の伝言板です。

第50回全国消防救助技術大会出場

る人は常備薬）
□そ の他（着替え、タオル、ウェットティッシュ、簡易トイ
レ、歯ブラシ、ヘルメット、耳栓、毛布、懐中電灯、ソー
ラー型充電器、携帯ラジオ、乳幼児がいる場合はおむつ、
哺乳瓶、ミルクなど）
■避難場所・避難所を確認しましょう！
防災マップやハザードマップで避難場所・避難所や危険
個所を確認しましょう。
避難場所

災害時において、緊急的に避難し身の安全を

避難所

災害時において、被災者が一定期間滞在する

確保することができる施設
ことができる施設

広域避難場所 地方自治体が指定した大人数収容できる避難
場所

市税などの納期

尾三消防本部の隊員が7月に行われた消防救助技術東
海地区指導会「引揚救助」の種目で見事に準優勝の成績を
収め、東海地区代表として８月に行われた全国大会に出
場しました。

納税課

みよし市の人口

☎32-8051 N76-5103
（普）…普通徴収

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

区分
市県民税
（普）

納付期限
3期：10月31日

国 民 健 康 保 険 税（ 普 ）、
3期：9月30日
後期高齢者医療保険料
4期：10月31日
、介護保険料
（普）
の本支店などで申し込む場合は納 （普）
へ直接お申し込みください。市外
税課までご連絡ください。

し尿汲取り手数料

下期：9月30日

（令和4
（2022）
年8月1日現在）
人口

61,348人（－23人）

男性

31,461人（－9人）

女性

29,887人（－14人）

世帯数 25,311世帯（－9世帯）
※（

）は前月比
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人権特集コーナー

市民課

☎32-8012

N32-8048

高齢者の人権
老人福祉法では、国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深め
るとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、９月
15日を老人の日、この日から21日までを老人週間と定めています。そこで
今回は、高齢者の人権についてご紹介します。

偏見をなくし、やさしい言葉と発想に目を向けて
高齢化が進むと、介護を必要とする人も増えてきま

また家族が無断で不動産や貯金の名義を変えたり、財

す。社会保険制度の充実を図るなど、国も対策を進めて

産をだましとったりするなどの問題も起きています。

いますが、まだまだ家族に介護の負担が積み重なること

「老い」に対して「暗い」
「汚い」などというイメージを持っ

が多く、その結果、高齢者を虐待するという問題が起

ていないでしょうか。そのような意識が、高齢者に対す

こっています。殴る、蹴る、縛るなどの肉体的な暴行を

る差別を生む原因になります。高齢者が安心して生きて

加えるばかりではなく、言葉や態度で精神的な苦痛を与

いける社会は、全ての人たちにとっても幸せな社会なの

えたり、食事を与えない、世話をしないなどの虐待が起

です。

こっています。

高齢者の社会参加を
日本は、平均寿命の伸びや少子化の傾向に伴い、高齢

を妨げることは、人権侵害になります。若い頃に比べる

化が急速に進んでいます。子育てが終わったり、仕事を

とからだの機能も衰え、できないことも出てきますが、

辞めたりした後も長生きする人が増えて、いかに生きが

社会貢献をしたい、働きたいという高齢者はたくさんい

いをもって暮らしていくかが課題となっています。

ます。高齢者も社会を構成するメンバーです。それぞれ

豊かな気持ちで幸せになりたいのは、年齢に関係なく
誰もが抱く気持ちです。「いい年をして」
「もう年なんだ

の個性や能力が尊重され、高齢者が自立して生きること
ができる社会を実現することが求められています。

から引退したら」といった、年齢だけを理由に社会参加
【参考：愛知県人権啓発ガイドブック
「人権の世紀」
へ】
資料：内閣府「人権擁護に関する世論調査」
（平成29
（2017）
年10月調査（複数回答）

【高齢者に関し現在、どのような人権問題が起きていると思いますか】

55.0％

悪徳商法、特殊詐欺の被害が多いこと
病院での看護や養護施設において劣悪な処遇や虐待を受けること

38.7％

経済的に自立が困難なこと

37.8％

働く能力を発揮する機会が少ないこと

32.7％

家庭内での看護や介護において嫌がらせや虐待を受けること

29.5％

邪魔者扱いされ、つまはじきにされること

29.2％

アパート等への入居を拒否されること

19.2％

意見や行動が尊重されないこと

18.0％

差別的な言動をされること

13.3％

その他

0.3％

特にない
分からない
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本市の取り組み
本市では高齢者などの権利を守ることを目的に、令和２

2
（2020）年度の設置から2年で12人が成年後見制度の利

(2020)年度に成年後見支援センターを設置し、認知機能

用を開始することができました。この制度を利用するには

の低下などの理由により自分で適切に自らの権利を主張で

家庭裁判所に申し立てする必要がありますが、身寄りがな

きない人に対して、成年後見制度の利用の際の支援や他の

いなどの理由で申し立てができない人には、市が代わりに

制度の紹介などの相談支援をしています。成年後見支援セ

申し立てを行うこともできます。さらに所得が少ないた

ンターの設置により成年後見制度の普及啓発の取り組みを

め、成年後見人などに報酬が支払えない場合には、成年後

強化した結果、設置から２年間で相談件数も順調に伸びて

見の申し立ての費用や後見人の報酬を助成する制度もあり

います。成年後見支援センターが支援したことにより令和

ます。

【成年後見制度とは】
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人を支援する
ために、法的な権限を与えられた後見人などが本人の意思を尊重しながら生活状況
や身体状況などを考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。
【成年後見支援センターとは】
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で自分一人では契約や財産管理など
をすることが困難な状態にあっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよ

出張相談会

うに成年後見制度の利用に関する相談や調整のお手伝いをします。
相

談

三好丘公園

電話や窓口で判断能力に不安のある人の生活や財産管理に関する困りごとについ

三好丘小学校
○

て相談に応じます。内容によって成年後見制度の利用の案内を含め、必要な関係機

三好丘
集会所

関と連携しながら支援を行います。またおかよし交流センターで出張相談会も行っ
ています。詳しくは下記までお問い合わせください。

出張相談会
おかよし交流センター

手続き支援
成年後見制度の利用を必要とする人への手続きや申し立てに関
する支援、調整を行い、必要に応じ関係機関の紹介も行います。

問い合わせ
社会福祉法人みよし市社会福祉協議会
☎33-5020
住所

N34-6331

〒470-0224

開設時間

みよし市成年後見支援センター

{info@miyoshi-shakyo.jp

三好町湯ノ前4-5
（ふれあい交流館内）

平日9：00～17：00
（年末年始を除く）

豊田信用金庫
サンライブ
★

市役所
JAあいち豊田

みよし市成年後見支援センター
（ふれあい交流館内）

プラスα
●人権擁護委員のひとこと 深谷智恵子さん
ふ か や ち

え

こ

高齢社会の現代では、介護問題は避けて通れないものとなっています。介
護される人も介護する人も孤独を感じ、孤立してしまうことのない社会。不
安な事や困った事がおきた時に声を出せる社会。そして、他人事と思わず、
誰もが人権を尊重した声掛け、手助けができる地域で支え合う社会、そんな
地域力の強い社会が必要だと思います。
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ま ち の話 題

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

ダイジェ スト

三好池まつり
8月6日
（土）
三好池

「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。

みよしの三大夏まつりの最初を飾る三好池まつりが3年ぶりに開催され
そう

ました。約1,300発の花火と401個の提灯がともされた7艘の提灯舟が三
好池を彩り、訪れた人たちは夜空と水面の饗宴を楽しんでいました。

名古屋グランパスエイトへ
ぶどうの贈呈式

7月21日
（木）
トヨタスポーツセンター
市とJAあいち豊田、みよし市果樹組合、
株式会社名古屋グランパスエイトが一体と
なってみよし市の特産品である果樹をPRす
るため、ぶどう
（デラウェア）
10kgの贈呈式
が行われました。名古屋グランパスエイトの
し み ず かつひろ

清水克洋専務取締役は
「平成29年から毎年い
ただき、選手に提供しています。これをエネ
ルギーに変えて頑張ります」と話しました。
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ホームページ

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

三好高校全国大会等出場選手
激励会兼報告会
7月27日
（水）
みよし市役所

7月、8月に行われる全国大会に三好高校
から出場する選手の激励会および出場した選
手の報告会が行われました。出席したのは令
和4年度全国高等学校総合体育大会カヌース
プリントに出場する選手と、第5回全国高等
学校トライアスロン選手権2位入賞の選手の
8人。大会に向けて選手の一人は
「全力を出し
切り頑張ります」
と意気込みを語りました。

女子全日本実業団ソフトテニス
選手権大会出場選手激励会
7月21日（木）みよし市役所

8月に行われる第66回女子全日本実業団
ソフトテニス選手権大会に出場する、株式会
社アドマテックス女子ソフトテニス部
「アドマ
テックス・スフィアーズ」
の激励会が行われま
な す あきほ

した。キャプテンの那須暁帆選手は
「チーム一
丸となって日本一を目指して頑張ります」
と
お や ま たすく

意気込みを語り、小 山祐 市長は
「悔いのない
戦いをしてください」
と激励しました。

夏季企画展

7月23日
（土）
～9月19日
（祝）
歴史民俗資料館
過去に4回開催され大好評だった昆虫展が
5年ぶりに開催され、チョウやクワガタムシ、
トンボなど2,870点もの標本が展示されてい
ます。昆虫撮影会のイベントでは昆虫を間近
で観察したり実際に手に取って触ってみたり
と、大人も子どもも興味津々。ヘラクレスオ
オカブトに触れた小学生は
「角の裏に毛があっ
て柔らかい」
と笑顔で話していました。
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HAPPY BIRTHDAY

みよしっ子ひろば
2歳

1歳

もりかわ し ん ご

森川 真伍くん

1歳のお誕生日おめでとう！
これからもたくさん笑って
過ごそうね♡ 〔三好町〕
2歳

へいま かいり

平間 叶璃くん

★2歳 おめ でと う★ これ
からもたくさん思い出作ろ
うね！ 〔三好町〕

9月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します
1歳

1歳

か ち

よしたか

可知 義剛くん

1歳のお誕生日 おめでとう
♡ 楽しい毎日をありがと
う！ 〔三好町〕

おおにし さ す け

大西 佐恭くん

おめでとう♡ お姉ちゃん、
お兄ちゃんと仲良く逞しく
育ってね！ 〔莇生町〕

みよしっ子集まれ！
対象 11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
申込 9 月13日
（火）までに、❶住所、❷保護者氏名、❸電話番号、❹お子

メール

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」での放送の希望を明らかにして、写真デ
にしむら い ち か

西村 一華ちゃん

お誕生日おめでとう！ 元
気いっぱい、すくすく育って
ね ♡ 〔ひばりケ丘〕

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。結果は広報情報課からメールしますの
で、受信設定をお願いします。

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。

問題 国際アルツハイマー病協会
（ADI）
と世界保健機関
（WHO） 【応募方法】①答え（例：②）、②郵便番号、③

は共同で 9 月を
「世界アルツハイマー月間」、9 月●日を「世

広報クイズ

界アルツハイマーデー」と定め、認知症の啓発を行ってい
ます。さて
「世界アルツハイマーデー」は9月の何日でしょ
うか？

①2日
②12日
③21日

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
（〒4700295 みよし市役所広報情報課宛）
、ファク
ス
（N76-5021）
、
メール
（{koho@city.aichimiyoshi.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】
9月6日（火）必着
【8月号の正解】③（応募71通、正解71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】
広報みよしの中であなた

【ヒント】今月の特集をよく読んでね！
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の好きなコーナーを教えてください。

家 庭 教 育 だ よ り №26

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

は ぐく み

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

健康な子どもをはぐくむ
体を動かしてみよう！

健康的な体をつくるには、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動と
いった3つの基本的な生活習慣が重要です。今回のはぐくみでは、基本的な生活習慣の
中から運動に着目します。普段の生活を振り返り、生活習慣について家族で考えてみま
しょう。

Q
Q

A

生活習慣の1つである
「適度な運動」
について、クイズを通して考えてみましょう。

1日合計でどれくらい体を動かすとよいでしょう？
①15分

A

②30分

③60分

③60分
これはアスリートが行うようなトレーニングやスポーツを続けて行うということではありません。休
み時間や放課後の外遊び、買い物に歩いて出かける、階段の昇り降りなど
「日常生活の中で体を動かす
ことも含めて60分」
を目標とするとよいでしょう。日常生活に運動やスポーツ、遊びを取り入れ、楽し
く体を動かして習慣にしましょう。

Q

寝る前に激しい運動をするとどうなるでしょう？
①何も変わらない

A

②よく眠れる

③眠れなくなる

③眠れなくなる
寝る前の激しい運動は、夜になって「休息モード」になっていた脳や体を「活動モード」にしてしまい、
体温や心拍、血圧などを上昇させます。その結果なかなか眠れなくなり、快適な睡眠のためには逆効果
です。寝る前は激しい運動を避け、夕方までに適度に体を動かすようにしましょう。

◆保護者に聞いた「健康のため、家族で実践している運動面での取り組み」
家族で筋トレをしてい

買い物に行く時、30分

スマホのアプリで歩数を

る。インターネット上

ほどの場所にあるお店

確認して、1日の歩数が

での動画を見て楽しみ

には徒歩で行くように

5,000歩以下にならない

ながら行っている。

している。

よう心掛けている。

（参考：
（公財）
愛知県教育振興会

家庭教育月刊誌
「子とともに

ゆう&ゆう」2021年12月号）

毎日の生活の中で少し意識して体を動かす機会を増やすことで、健康的な習慣・行動が身につい
ていきます。健康な体を目指して、できることから始めていきませんか？
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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
10月の講座

問合 石川家住宅

☎・N 32-3711

ホームページ

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

イベント名

2日
（日）

開館 水・木・土・日曜日9：00～16：30

琴を奏でてみよう

時

間

内容・定員など

9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可
13：30～15：30

ミニちりとりに和紙を張り、柿渋を塗り仕上げる。全
2回。先着で３人

布草履を作ろう

13：30～15：30

古い布を使って草履を作る。和はさみ・綿の布を持参。
先着で３人

飾りボタンでブローチを作ろう

13：30～15：00

簡単な刺繍をした布のボタンでブローチを作る。先着
で３人

15日
（土） 絵手紙をはじめよう

13：30～15：30

季節の絵を描く。ハガキ・ポケットティッシュ・新聞
紙を持参。先着で3人

22日
（土） 塗り絵を極めよう

13：30～15：30

石川家住宅にちなんだ季節の絵に色を塗る。色鉛筆
を持参。先着で３人

8日
（土）
9日
（日）

毎週日曜日

一閑張りを作ろう
ぬの ぞ う り

唱歌を聞こう・懐メロを聞こう

10：00～11：30 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で8人

なつまつり ㏌石川家住宅

7 月23日
（土）
、第6回石川家住宅

なつまつりが開催されました。来場
者はシャボン玉遊びやザリガニ釣り
大会などを楽しみました。

街 角 ア ート
平成元(1989)年度から15(2003)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 絆のかたち
作 者 名
受

ふじい

藤井

こういちろう

浩一朗

賞 1999年特選

設置箇所

尾三消防本部みよし消防署南出張所

制作意図

全体を楕円構成体で統一してモダンなイメージ

を試みる。大地より直接生えあがっている構造で、自然
（見えない地下）
との一体化を試みる。親子のイメージを全
体の構成に与える。
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問合 企画政策課  ☎ 32-8005  N 76-5021
彫刻マップ

見てよし！

広報担当職員が取材をする中で見つけた、皆さんに見てほ

みよしの 景観

しい「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 広報情報課  ☎32-8357  N76-5021

ふるさと会館
カネヨシプレイス
（旧文化セ
ンターサンアート）
にあるふる
さと会館では、日本庭園を眺
めながらお抹茶をいただくこ
とができます
（有料）
。日常か
ら離れ、のんびりとしたひと
ときを過ごしてみてはいかが
でしょうか。

教えて！

あなたの み よ し 百 景

みよし市では「景観百選」を随時募集しています。詳しくは都市計画課の
ホームページをご確認ください。

ホームページ

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
（19日を除く）
、20日
（火）
、22

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
中野京子と読み解く
オランダ黄金時代

「みんなだいすき！
フェルメールと

人形劇！」

一般図書

な か の きょうこ

中野京子／作
文藝春秋

請求記号723.3／ナ

フェルメール、レンブラント、ルーベンス
など多くの画家と名画を輩出した17世紀の
オランダ。スペイン帝国からの独立、貿易の
富で栄えた黄金時代のオランダの風景や人々
の暮らしを当時の絵画から読み解きます。
絵本

親子で人形劇を楽しみませんか。「お

ひみつのさくせん

ねがい！
ニコロ・カロッツィ／作
はしもと

橋本あゆみ／訳

化学同人

請求記号E／カロ

なかよしの金魚が三匹の黒猫に狙われ
ていることに気づいたねずみは、自分の
危険もかえりみず金魚を助ける作戦にで
ました。どんな困難も知恵と勇気と仲間
がいれば克服できることを小さなねずみが立派にみせてくれます。繊
細で美しい絵も魅力です。

クー太」
「月夜のキツネ」を上

映します。
日時 9月25日
（日）14：00～14：50
場所 サンライブ2階研修室兼軽運動室
出演 人形芝居ぶんぶく
対象 3歳以上の子どもとその保護者
定員 先着で50人
費用 無料
申込 9月7日
（水）以降に、サンライブ2階

総合案内へ電話、または直接
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お問い合わせは、健康推進課
（保健センター内）
へ
☎34-5311 N34-5969

10月の保健ガイド

{kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp
教室・相談などの申し込み 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、

▲

乳幼児健診・教室
健診名

日

Exame Infantil de Saúde - Curso

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。

程

備

考

（火）
3・4 カ 月 児 健 診 10月11日
Exame Mdico para
bebês de 3～4 meses

10月25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
（水） ださい。
1歳6カ月児健診 10月12日
●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
crianças de 18 meses
10月26日
（水） し、指定日前への変更はできません。
（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。
3 歳 児 健 診 10月5日
Exame Mdico para
crianças de 3 anos

教室名

日

すくすく教室

Aula de preven ção
sobre a alimentação e

歯

科

健

10月19日
（水）

診

Exame odontológico

むし歯予防教室

程

対

内

10月12日
（水） 生後7カ月ころの子
10月13日
（木） 就学前までの子

容

定員

申し込み

備

歯科医師の診察、フッ化物歯
20人 10月6日
（木）
まで 時間は予
面塗布
（希望児）
約 時 にご
案内しま
身体計測、むし歯予防の 話、
16人 10月7日
（金）まで す。
ブラッシング指導

10月17日
（月）

令和3
（2021）
年9
月生まれの子

Conselho sobre
nutrição da criança

11月8日
（火）

令和2
（2020）
年9 身体計測、生活習慣の話、ブ
12人 11月1日
（火）
まで
月・10月生まれの子 ラッシング指導

さ く ら ん ぼ

10月28日
（金） 多 胎 妊 婦、 多 胎 児 身体計測、多胎児を育ててい
受付 9：50～ （未 就 園 児）とそ の る母親や妊婦さん同士の交流、12組 10月21日（金）まで
10：00
保護者
相談、情報交換の場所

Palestra para mamãe
de filhos gameos

▲

妊

婦

Gestante

教室名など

日

時

閉所日を除く
母 子 健 康 手 帳 交 付 火・水・木曜日
受付
Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil
9：00～11：00
※要予約

対

象

妊婦

内容

持ち物

母子健康手帳、妊産
婦乳児健康診査受診
票の交付・説明

パパママ教室

妊娠16～25週の妊 妊娠中の生活、母乳
前期（マタニティ） 10月14日
（金）
婦とその夫
（妊婦・ 育児と栄養、歯の健
コース
1ªsessão
（maternidade） 10：00～11：30 夫のみでも可）
康
赤ちゃんのお世話体
11月11日
（金） 妊娠26週以降の妊
験
（着替え、オムツ替
後期（沐浴）コース 9：00～10：30、 婦とその夫
（妊婦・
2ªsessão（banho）
え、抱っこなど）
、沐
10：30～12：00 夫のみでも可）
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

Consultas sobre Criação de
Filhos e Saúde

日

時

定員

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde
Consulta sobre cuidados com a
criança antes do nascimento

10月18日
（火）
受付 9：30～11：00

Consulta sobre cuidados com a
criança O leite de mamãe

10月24日
（月）
受付 9：00～11：00

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

10月3日
（月）
受付 9：00～14：00

出 前 育 児 相 談

母 乳 育 児 相 談

発 達 育 児 相 談

2022 年 9 月号

定員

申し込み

妊娠届出書
交付希望日の
※手続きには
「個
前日までに電
人番号
（マイナン
各日8人
話またはメー
バー）
」
と
「本人が
確認できる書類」
ル
が必要です。
母 子 健 康 手 帳、
子育てサポート 抽選で 9月15日
（木）
ガイド、筆記用 15組 まで
具
母 子 健 康 手 帳、
子育てサポート 抽選で 10月14日
ガイド、筆記用 各5組 （金）まで
具、バスタオル

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。

10月3日・17日・24日・31
日の月曜日
29人
受付 9：00～15：00

広報みよし

考

身体計測、離乳食・事故防止・
10人 10月5日
（水）
まで
口腔ケアの話

Aula de orienta ção
de preven ção de cárie

わんぱく教室
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象

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 士・管理栄養士・助産師が相談に応じます
まで電話 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
5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

EXAME MÉDICO

みよし市で受ける各種成人の健診
（検診）
には
「みよし市

で検診を行う医療機関方式については、ホームページを

健康診査受診券」が必要です。令和4(2022)年度
「みよし

ご覧ください。また、がん検診には個人負担金免除制度

市健康診査受診券」は3月中旬に発送しました。受診を希

があります。対象者や対象の検診など詳しくはホームペ

望する人で、受診券がお手元にない人は、健康推進課
（保

ージをご覧ください。

健センター内）
にお問い合わせください。年齢は、本年度

※自覚症状のある人は、検診ではなく早めに

末（令和5(2023)年3月31日現在）
の年齢です。医療機関

医療機関を受診してください。

ホームページ

◆集団方式
（保健センター）
予約

「がん検診予約係」
（☎0569-27-7890）へ電話
(一社)半田市医師会健康管理センター
平日 9：00～17：00、土曜日 9：00～12：00
（祝日を除く）
※今年度より予約方法が変更となっていますので、ご注意ください。
検診名

日

時

対

象

費

9月10日
（土）
・28日
（水）
、10 20歳以上で本年度偶数歳になる女性、
月27日
（木）
、11月24日（木）
、 または無料クーポン券対象年齢の女性
12月1日
（木）
乳がん検診
（乳房超音波） 受付8：50～11：10
30歳代で本年度偶数歳になる女性
Exame de câncer de mama
10月6日
（木）
（Ultrassonografia Mamária）
受付8：50～11：10、12：50～
乳がん検診
（乳房エックス線） 15：10
40歳以上で本年度偶数歳になる女性、
Exame de câncer de mama
（全ての実施日の予約が可能） または無料クーポン券対象年齢の女性
（mamografia Raio X）
けい

子宮頸がん検診

Exame de câncer do útero

＜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。

長引く咳は
“結核”かも！
衣浦東部保健所

N0566-25-1470

衣浦東部保健所管内では、令和3
（2021）年に新

800円（無料クーポン
券対象の人は無料）
1,200円
1,200円（無料クーポ
ン券対象の人は無料）

＜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。

年に1回は胸部X線検査を受けましょう

☎0566-21-9338

用

結核予防キャラクター
シールぼうや

＜結核の予防と早期発見のポイント＞

たに59人が結核と診断され、そのうち半数以上が

●2週間以上、咳や痰などの症状が続くときは病院

60歳以上でした。これは若い頃に感染した結核菌

を受診しましょう

が、体力の衰えや免疫力の低下をきっかけに活動

●バランスのとれた食事・十分な睡眠・適度な運動など、規則正し

を始めるからだといわれています。一方で働き盛

い生活を心掛けましょう

りの人の発病もあり、油断は禁物です。右記のポ

●市の案内に従って、1歳までにBCG接種を受けましょう

イントから、予防と早期発見に努めましょう。

●年に1回は胸部X線検査を受けましょう

救急医療施設の連絡先
■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。 時間は受付時間
●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 日・祝・8月15日・年末年始のみ
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）

■10月の休日救急外科（昼間当直…受付9：00～16：30）
上郷整形外科・リハビリテー
2日（日） ション科
☎0565-25-0377
豊田市和会町稲葉28-1
9日（日）

ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11

☎0565-36-5511

むつおクリニック
10日（祝）
豊田市浄水町伊保原173-1

☎0565-43-3688

さくら病院
16日（日）
豊田市豊栄町11-131

☎0565-28-3691

いながき整形外科
23日
（日）
豊田市宮町5-53

☎0565-31-2525

吉田整形外科病院
30日（日）
豊田市御立町7-100

☎0565-89-1818

21

※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
日7日前までに担当課へお申し出ください。

MIYOSHI Information
お知らせ
特設税務相談の開設

市民課 ☎32-8012 N32-8048
相談内容の秘密は固く守られますの
で、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

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。

地震対策を推進するため、タンスや冷

この調査は、国が実施する統計調査

蔵庫など家具4点までに家具転倒防止

のうち、統計法により特に重要なもの

器具の取り付けを無料で行います。

とされる
「基幹統計調査」です。調査結

対象 市内在住で、次のいずれかに該当

果は雇用政策、経済政策などの企画・
立案のための基礎資料として活用され

する世帯
①満65歳以上の人のみで構成

ます。調査の対象になった世帯には調

②身体障がい者手帳1級･2級､ 療育手

査員が伺いますので、調査の趣旨をご

帳A判定･B判定､ 精神障がい者保健

税に関しての悩みや困りごとの相

福祉手帳1級･2級の所持者がいる

談に、一般社団法人FPみよしネ

③介 護保険法に基づく要支援･要介護

ットワーク協会会員税理士などの
相談員が応じます。
回30分）
場所 市役所2階202会議室

象外です。

対象 市内在住・在勤

定員 抽選で15世帯

定員 先着で6人

申込 9 月1日
（木）～30日（金）に、申請

申込 9月20日
（火）～10月4日
（火）に市

民課へ電話、または直接

書
（防災安全課で配布、ホームペ

全国交通安全運動が展開されます。一
人一人の交通安全意識を高め、交通事
故の防止を図りましょう。なお期間中、

【譲ります】
cm）
、エプソン純正プリンタインク70L

家庭用ミシン、固形せっけん、北中学
校学生服・体操服
【交渉の流れ】
希望者は9月7日
（水）
以降に環境課へ
電話連絡後、登録者と直接交渉し、結

クス、または直接

9月21日(水)から30日(金)まで、秋の

N76-5103

【譲ってください】

費用 無料

事項を記入し、防災安全課へファ

防災安全課  ☎32-8046 N76-5702

☎32-8018

（黒・ライトシアン・シアン）

ージからダウンロード可）に必要

秋の全国交通安全運動

「譲ります」
「譲ってください」

水槽
（高さ42cm×奥行40cm×幅115

で構成
※過去にこの事業を実施した世帯は対

費用 無料

理解いただき、ご協力をお願いします。

環境課

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

日時 10月7日
（金）13：30～16：30（1

果を環境課へ連絡

令和4(2022)年就業構造
基本調査

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間

企画政策課  ☎32-8005 N76-5021
総務省統計局では、日本の就業・不

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

啓発放送や立哨活動などを行う予定で

就業の実態を明らかにすることを目的

申込 品 名とその詳細情報
（品質状態、

す。

として、10月1日現在で就業構造基本

購入年月日など）
を明らかにして、

調査を実施します。

環境課へ電話、または直接

【運動の重点】
●子どもと高齢者をはじめとする歩行
者の安全確保
●夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
防止および飲酒運転の根絶
●自転車の交通ルール遵守の徹底

防災安全課  

ホームページ

災害時要配慮者世帯の家庭における
2022 年 9 月号

還付金詐欺にご注意ください
還付金詐欺は市役所の職員などを名乗り
「医療費の
払い戻しがある」などと言ってATMを操作させ、現金
を振り込ませる手口です。犯人は被害者を人目のつか
の金融機関ATMへ誘導し、必ず携帯電話で指示します。ATM付近で

☎32-8046 N76-5702

広報みよし

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

ない独立型ATMや商業施設のATM、営業時間終了後

家具等転倒防止器具
取り付け事業
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■市役所への郵送物は、郵便番号
（〒470-0295）

通話をしている人を見かけたら声掛けをお願いします。

STOP！

ATMでの携帯電話

いで安定した水と災害に強い山」にす

屋外広告物適正化旬間
都市計画課  

☎32-8021 N34-4429

るため、植林など山の管理や上下流の

費用 無料
（テキスト代が別途必要）

交流に努めています。水と山への感謝

申込 不要。開催日に会場へ直接

ホームページ

の気持ちを持ち上下流交流イベントへ

9月1日から10日は
「屋外広告物適正

の参加、基金への寄付などにご協力く

化旬間」です。屋外広告物法および愛
知県屋外広告物条例では、看板や張り
紙などの屋外広告物について、設置や
管理・点検のルールを設けています。

就職氷河期世代就職支援事業
就職氷河期世代就職支援
事業運営事務局

じて設置の許可を受けてください。看

☎052-561-1446

愛知県事業「就職氷河期世代の就職

行い、必要に応じて専門業者に点検・

サポート」では、就職氷河期世代(33

補修を依頼し、看板の安全を確保して

～51歳)の正社員を目指す求職者を募

ください。

集中です。ビジネスマナー、履歴書添
削、面接練習などプログラムが充実。
しっかり寄り添ってサポートします。

都市計画課  ☎32-8021 N34-4429

最長2カ月のトライアル勤務を行い、

天王地区における、用途地域の変更

見極め期間を経て直接雇用を目指す事

したので、次のとおり説明会を開催し
ます。
日時 9月30日
（金）
19：00～
場所 市役所3階研修室1

矢作川水源基金からのお知らせ
公益財団法人矢作川水源基金事務局
☎0564-23-2645
矢作川は、長野県、岐阜県、愛知県
を流れる全長118kmの河川で、飲料

買い求めいただけます。
日時 9月10日
（土）9：00～11：30（雨

天開催）
場所 イオン三好店アイ・モール駐車場

第2回野菜づくり講習会
緑と花のセンター

☎34-6111  N34-6161

外国人のための日本語教室

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702
日時 次のとおり

●水曜教室…10月5日～令和5(2023)

大根、白菜、ブロッコリーの苗の植
え付けや育て方を学びませんか。お気

年3月15日の毎週水曜日
（11月23日、

軽にご参加ください。

12月21日・28日、1月4日を除く）
10：

日時 9月17日
（土）10：00～11：00（少

00～11：30

利用され、私たちの暮らしになくては

年3月11日の毎週土曜日（12月17日・

ならないものです。

24日・31日を除く）
10：00～11：30

に向き合い、「緑豊かな山林で、きれ

てた朝市を開催します。新鮮な野菜や

催し・講座

●土曜教室…10月1日～令和5(2023)

域での過疎化・林業の低迷などの課題

軽トラックの荷台などを店舗に見立

業です。

水をはじめ、農業・工業・発電などにも

矢作川水源基金では、上流の水源地

☎34-6111 N34-6161

果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
ホームページ

板のオーナーはこの機会に日常点検を

に係る都市計画決定の素案を作成しま

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター

ださい。

事前に都市計画課に相談し、必要に応

都市計画の変更に係る説明会

の日本語を勉強したい外国人

場所 市 民活動センター1階多文化共生

センター
対象 市 内在住・在勤・在学で16歳以上

雨決行）
場所 さんさんの郷指導農園
対象 市内在住・在勤、またはふれあい

農園利用者
定員 先 着で20人

費用 無料

申込 9 月 6日
（火）～13日（火）に緑と花

のセンターへ電話、または直接

有料広告

2022 9 1 木
火
9
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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

00～11：30
（雨天および気温が高

を開催します。

く開催が危険であると判断した場

日時 10月24日(月)、25日
（火）
、26日

（水）
10：00～16：00

合は中止）

秋期日本語ボランティア
入門講座

場所 ①境川
（西一色町地内）
、②茶屋川

講師 あいちマザーズハローワーク就労

（明知町地内）

協働推進課 ☎32-8025 N76-5702
日本語を指導するボランティアにな
りませんか。

場所 ジョブサポートみよし

支援ナビゲーターほか

対象 市内在住の小学4～6年生とその

対象 次の全てに該当する人

保護者
申込 9月16日
（金）
までに環境課へ氏名、



①子育てをしながら早期(おおむ

学年、保護者名、住所、電話番号、

ね3カ月以内)の就職を目指してい

日(9月28日を除く）
10：00～11：

参加日を明らかにして電話、ファ

る、②ハローワークに求職登録を

30
（全8回）

クス、メール、または直接

している(セミナー申し込み時に

日時 9月21日～11月16日の毎週水曜

場所 市民活動センター1階多目的室2
対象 講座終了後、市が主催する日本語

教室でのボランティア活動に参加
してみたい人

電話、または直接

水生生物調査

☎32-8018

④他市で開催されたハローワーク

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内

主催のパソコンセミナーに参加し

☎33-1860 N32-8222

たことがない

ルフマネジメントの４つのポイントを

費用 無料

申込 9月15日
（木）
までに協働推進課へ

環境課

一般向け就職支援セミナー

就職活動中から就職後も生かせるセ

※外国語能力は問いません。
定員 先着で 6人

登録可）
、③3回とも参加できる、

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

ませんか。

話、または直接

日時 10月4日
（火）13：30～15：00

託児 あり
（6カ月～未就学児が対象）

場所 ジョブサポートみよし

※託児は10月11日（火）までに予約が

ひ ろ た

とも こ

智子さん
定員 先着で10人

費用 無料

申込 9月1日
（木）～29日（木）の平日に

ジョブサポートみよしへ電話、ま

川の水質を知るものです。この調査の
参加者を募集します｡ 皆さんのご参加

必要です。

ふるさと庭園コンサート
「月見の夕べ」

カネヨシプレイス
（旧文化センターサン
アート）
  ☎32-2000 N32-3232
お気軽にお越しください。

たは直接

まざまな生き物を調べその結果から河

申込 9月1日(木)～10月19日(水)の平

日にジョブサポートみよしへ電

対象 就職活動中の人

水生生物調査は、河川に生息するさ

費用 無料

取り入れ、仕事との向き合い方を学び

講師 人材育成コンサルタントの廣 田

N76-5103

定員 先着で10人

子育てママのライフプラン＆
パソコンセミナー

ジョブサポートみよし ふれあい交流館内
☎33-1860 N32-8222

日時 9月10日
（土）17：30開演
（17：00

開場）
場所 ふるさと会館
こと

出演 ①箏デュオ
（ことさと）、②アンサ
しのぶえ

ゆい

ンブル（篠笛ユニット結～yui～）

子育てをしながら就職を目指してい
ワ ー ド

エクセル

定員 先着で40人

をお待ちしています。

るママを応援するため、Word・Excel

費用 350円
（呈茶付き）

日時 ①9月23日
（祝）
、 ②24日
（土）
9：

などのパソコンの基本操作のセミナー

申込 当日16：30～ふるさと会館へ直接

有料広告
はな

え

詳しくはこちら

相続の花笑み
運営：行政書士市井しんじ事務所

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

らダウンロード可）に必要事項を記入し、

9時～20時受付 土日祝対応

相続手続き 預貯金解約 0120-547-053
遺言書作成 不動産処分
（三好イオンすぐ側）
〒470-0224みよし市三好町小坂1番地2
三好グランドハイツ1階10-G号室
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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、 ホームページ
広報情報課へお問い合わせください。

いいもり

町飯盛36）

たはメール

みよし創業塾

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子
などでの日差し対策をお願いします。

みよし商工会  

☎34-1234 N34-5799

日時 9月17日～10月29日の土曜日10：

☎34-6811

00～15：00
場所 東海学園大学三好キャンパス
講師 東
 海学園大学教授、中小企業診断

士など
対象 創
 業を予定している人、創業・経

営に興味がある人、創業して概ね

費用 800円
（入館料含む）

福祉センター内

申込 9月20日
（火）までに住所、氏名、

電話番号、ファクス番号またはメ

N34-5860

人との絆や安心して暮らせる地域社

費用 4 ,000円

申込 9月9日
（金）までに、申込用紙
（産

知県豊田加茂農林水産事務所農政

内容「ピア～まちをつなぐもの～」


課へ郵送（〒471-8566

日時 9月17日
（土）10：40上映開始

元城町4-45）、ファクスまたはメ

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ール

定員 50人
費用 無料
（ただし、整理券が必要）

業課、みよし商工会窓口で配布、

※整理券は9月1日(木)～16日(金)17：

産業課ホームページからダウンロ

00まで福祉センターで先着順に配布（1

ード可）に必要事項を記入の上、

人5枚まで）

みよし商工会へ郵送
（〒470-0224
三好町大慈山2-11）
、またはファ
クス

保田ケ池スタンプラリー

食育推進ボランティア研修交流
会～地域の郷土料理
「五平餅づ
くり」
とお米講座～
愛知県豊田加茂農林水産
事務所農政課

☎34-1988 N34-2831

☎0565-32-7363

{miyoshi@sjc.ne.jp

N0565-32-7396

ポイントを通過しながら楽しく歩きま
しょう。参加賞もあります。
日時 1
 0月31日(月）
10：00～11：30
（雨

天中止）
場所 保田ケ池公園
定員 先着で50人

対象 市内在住
費用 無料

申込 9月30日
（金）
ま で に 氏 名、 住 所、

もとしろ

豊田市

第3回市民茶会

文化協会 サンライブ内
☎34-3111 N34-3114
秋への移り変わりを、一服のお茶と
共にお楽しみください。

シルバー人材センター

保田ケ池周辺約1kmのコースを、各

ールアドレスを明らかにして、愛

会の在り方を考えてみませんか。

サンアート）
小ホール

5年以内の人
定員 先着で12人

社会福祉大会映画鑑賞会
社会福祉協議会

知県食育推進ボランティア
定員 抽選で15人

ホームページ

創業に必要なノウハウを学びます。

対象 市内または豊田市在住、または愛

ホームページ

日時 9 月18日(日）
10：00～15：00
場所 ふるさと会館
席主 裏千家

す ず き え つ こ

そうえつ

鈴木悦子
（宗悦）さん

費用 茶券代
（一服）当日券500円、前売

り券400円
※前売り券は、9月17日
（土）
17：00ま
で文化協会で販売します。

{ toyotakamo-nourin@pref.aichi.

ロビーコンサート

カネヨシプレイス
（旧文化センターサン

lg.jp
愛知県食育推進ボランティアと市民

アート）
  ☎32-2000 N32-3232

が地域の食について学び、交流を図る

日時 9 月15日
（木）19：00開演

ため
「豊田加茂地域食育推進ボランテ

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ィア研修交流会」を開催します。

サンアート）
1階ロビー

内容 ①お米講座、②五平餅づくりと新

米の食べ比べ

出演 ①アンサンブル(ブルーハワイアン
シ ェ ル

フルール

ズ)、②声楽とピアノ(Cher freu)、

連絡先、参加人数を明らかにして

日時 10月5日(水)13：00～15：00

シルバー人材センターへ電話、ま

場所 三州足助屋敷

くんぷうてい

あすけ

薫楓亭
（豊田市足助

ほり な つ き

③ピアノソロ (堀夏紀）
費用 無料

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。
にしやま

健康・福祉
自殺予防週間

場所 豊 田加茂医師会講堂
（豊田市西 山

子育て

町3-30-1）
定員 先着で50人
申込 9月12日
（月）
9：00以 降 に 郵 便 番

親子リトミック

健康推進課 保健センター内

号、住所、氏名、電話番号、参加

☎34-5311

人数を明らかにして豊田加茂医師

越保育園内

会へ電話、ファクスまたはメール

☎34-1867 N34-6791

N34-5969

9月10日から16日までは自殺予防週

みなよし地区子育て支援センター

間です。悩みや不安がある人は、一人
で抱え込まず、助けを求めることが何
よりも大切です。保健所や専門機関にご
相談ください。また周りの悩んでいる

親子でリズム遊びをしましょう。

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう

日時 9 月27日(火)10：00～11：00
場所 打越保育園遊戯室

健康推進課 保健センター内

人にも紹介してあげてください。そし

☎34-5311

て一人ではないと温かく寄り添いまし

内容 約4㎞の境川緑地コースを約 1 時

ょう。衣浦東部保健所では、こころの
健康相談を実施していますのでご利用
ください。
相談 
平 日9：00～16：30
（12：00～13：

者

日時 1 0月7日
（金）9：30～11：30（8：
場所 境川緑地公園に集合
（下図参照）

珈琲屋
らんぷ

境川

※愛知県在住・在勤・在学の人は
「あい
ちこころのサポートLINE相談」も利用

対象 市内在住

豊田加茂医師会

☎0565-31-7711

ファミリー
マート
三好井ノ口

集合
場所

費用 1人15円

16：00にみなよし地区子育て支援

00の時点で雨天の場合は中止）

へ電話
（☎0566-21-9337）

SLE（全身性エリテマトーデス）
講演会・療養相談会

定員 抽選で15組

申込 9月13日
（火）～20日（火）
9：00～

00を除く）に衣浦東部保健所健康

できます。

対象 1歳半以上の未就園児とその保護

N34-5969

間30分かけて歩く

支援課こころの健康推進グループ

※駐車場に
限りがあります。

費用 無料

センターへ電話、または直接

足に合った靴選び

子育て総合支援センター
☎34-1250 N34-0501
日時 9 月30日(金)10：00～11：00
場所 子育て総合支援センター
対象 0 歳以上の未就園児とその保護者

持物 過去にこの企画に参加した人は名

札

定員 抽選で15組

費用 1人15円

いしはら ひろひさ

講師 フットケアトレーナーの石原裕久

さん

申込 不要。集合場所へ直接

※当日は体温測定をしてからお越しく

申込 9月16日
（金）～23日（祝）
9：00～

N0565-31-4318

ださい。

16：00に子育て総合支援センタ

{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子

ーへ電話、または直接
（日・月曜日

日時 11月5日
（土）
14：30～16：15

などでの日差し対策をお願いします。

を除く）

市民病院コーナー

市民病院内

物忘れ外来

☎33-3300 N33-3308

認知症は身近な病です
認知症とは、さまざまな原因で脳の神経細胞の数が減少したり、働きが悪くなったりするこ
とで記憶力や判断力の障害、計画や段取りが立てられない、時間や場所、人との関係などが分
からない、などといった症状が現れたり、生活に支障が出ている状態をいいます。
厚生労働省の推計によると、2020年の時点で全国でおよそ600万人が認知症であるとされ
ており、2030年には744万人、2060年には850万人にまで増加するとされています。また

そ

ね

曽根

じゅん

淳医師

年齢別では75歳では10.4%の人が認知症であるとされていますが、85歳では44.3%、90歳では64.2%と年齢が
高くなるにつれ、大半の人が認知症に悩まされているという状況です。現在、日本人の平均寿命は男性が81.64
歳、女性が87.74歳ですから、もう認知症を他人事として放っておく状況ではありません。
一言に認知症と言っても、その原因となる病気は非常に多くの種類があります。アルツハイマー病などの神経変
性疾患と呼ばれる病気や、脳梗塞などの脳の血管のトラブルで起こる認知症、また正常圧水頭症や甲状腺機能低下
症、ビタミンB群の欠乏症といった治療が可能な病気も含まれます。認知症の原因となっている病気を正しく診断
することがまず重要ですので、認知症が疑われた場合にはお近くの専門医を受診しましょう。
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ファミリー・サポート・センター
のステップアップ講習会

対象 ファミリー・サポート・センター会

りますか？ 里親は実親と暮らせない

員または市内在住・在勤・在学

子どものための福祉制度です。里親に

定員 先着で15人程度

関心がある人は、ぜひお越しください。

費用 無料

ファミリー・サポート・センター 子育て

託児 あり

先輩里親からの体験談を聞くことがで

総合支援センター内 ☎・N34-2228

申込 9月30日
（金）まで
（日・月曜日を除

きます。

ファミリー・サポート・センターの会

く）
の9：00～16：30にファミリー・

日時 ① 9 月30日(金)18：45～20：30、

員のスキルアップのために､ 講習会を

サポート・センターへ電話、また

②10月30日(日)10：00～12：00、

開催します。会員以外の人も参加でき

は直接

③11月26日(土)10：00～12：00

ます。皆さんのご参加をお待ちしてい

里親養育体験発表会

ます。
内容 カラーセラピー

費用 無料
申込 社会福祉法人愛知玉葉会梅ヶ丘学

子育て支援課

日時 10月22日
（土）
10：00～12：00
場所 市役所3階研修室

場所 サンライブ講座室兼音楽室2

☎32-8034

わ ち

（☎0565-32園の和智さんへ電話

N34-4379

「里親」という言葉を聞いたことがあ

1107
（音声案内5））

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け  
子育て支援課 ☎32-8034 N34-4379

ホームページ

令和5(2023)年4月1日からの新入園と、令和5(2023)

期間 電子申請期間は9月26日(月)～10月10日(祝)。面談

年4月から9月末までに育児休業復帰による入園を希望

期間は10月17日(月)～31日(月)(電子申請後要予約)

する保育園児の入園受け付けを行います。申請に必要な

※入園第1希望の園で面談を受けてください。

書類は9月7日(水)以降に各保育園および子育て支援課で

他 定員を超えた場合は、10月31日
（月）
18：00までに

配布、またはホームページからダウンロードができます。

受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育

あいち電子申請システムから申し込みを行ってください。

の必要性の高い子を優先にして調整。子どもの発育

電子申請完了後に保育園で面談を受ける必要がありま

に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支

す。面談には可能な限り入園対象のお子さんをお連れく
ださい。

援課へ相談
※申請の方法や入園要件など詳しくは、9月7日（水）以
降にホームページをご覧ください。

保育園名

所在地

電話番号

保育実施
児童年齢

平日延長保育
（16時以降）

区分

莇生保育園

莇生町仲田48-1

☎34-7557

0～5歳児

19時まで

私立

天王保育園

三好町天王51-20

☎32-2346

0～5歳児

22時まで

私立

なかよし保育園

西一色町二ノ沢8-2

☎32-3048

0～5歳児

19時まで

私立

みどり保育園

三好丘桜4-11-1

☎36-3330

0～5歳児

19時まで

公立

打越保育園

打越町畦違311

☎34-0123

0～5歳児

19時まで

公立

城山保育園

福谷町市場61-2

☎36-3310

0～5歳児

19時まで

公立

明知保育園

明知町細口浦41

☎32-1035

1～5歳児

19時まで

公立

すみれ保育園

三好町八和田108

☎34-3123

0～5歳児

19時まで

公立

わかば保育園

三好町大坪54

☎34-1151

0～5歳児

19時まで

公立

黒笹保育園

福谷町西大山1-31

☎36-5107

0～5歳児

19時まで

私立

キッズハウスみよし
（小規模保育事業所）

三好丘1-11-5

☎36-3131

0～2歳児

19時30分まで

小規模

みよしの森ほいくえん
（小規模保育事業所）

打越町新池浦110-4

☎56-7010

0～2歳児

19時まで

小規模
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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
2歳児の育児休業に伴う退園基
準の見直し
（試行）
子育て支援課
☎32-8034

N34-4379

2歳児クラス定員増による受け入れ
可能数の増加に伴い、試行的に保育園
の2歳児クラスに入所している保護者

日時 9月1日・8日・15日・22日・29日、

費用 無料

10月6日・13日・20日・27日の木曜

※本年度協会未登録者は保険代1人200

日9：30～11：30

円が必要です。

場所 明越会館多目的室

申込 10月2日
（日）までに長山さんへメ

対象 中学生以上

定員 先着で各8人

ール（{i-nagayama@tim.hi-ho.

費用 1回500円
（当日集金）

ne.jp）
、または総合体育館へ直接

申込 開 催日の前日までの火・木曜日9：

00～15：00、水・金・土曜日9：00

後期硬式テニス教室
テニス協会

～12：00に氏名、電話番号を明ら

ながやまいえひさ

長山家久さん

かにして、三好さんさんスポーツ

が10月1日から3月31日までの間に育

☎090-3152-5986

クラブへ電話、メール、または直

児休業を取得する場合、退園すること

内容 ①初心者クラス、②初級者クラス

接

なく在園できるようにします。

日時 10月4日～11月29日の毎週火曜

期間 令 和4(2022)年10月1日
（土）から

当分の間
対象 既 に在園している2歳児クラスの

日19：00～21：00
（全8回）
対象 市内在住・在勤・在学の①初心者、

スポーツ
カヌーポロ全国大会

スポーツ課 総合体育館内
☎32-8027 N34-6030
令和4年度日本カヌーポロ選手権大
会、令和4年度日本カヌーポロジュニ
ア選手権大会兼日本高等学校カヌーポ

定員 先着で各15人

費用 7,000円

申込 9月11日
（日）9：00以降に総合体

育館へ直接

卓球教室追加募集

場所 打越公民館ホール

☎･N34-1771

対象 中学生以上

日時 指定する日曜日9：00～11：00
（月

費用 5,400円
（半期）
、年会費2,500円

3回程度）

長山家久さん

定員 先着で15人

(保険料含む)。1回無料体験可。

の機会に、ぜひご観戦ください。

テニス協会

せて、ゆったり体を動かします。内臓

なかよしクラブ 三好中学校内

費用 1回300円。別途年会費中学生以

ながやまいえひさ

シニアヨガも取り入れ、音楽に合わ

00～20：30（毎月3回）

対象 小学2年生以上

みよし市テニス協会創立40周
年記念第13回みよし市民硬式
テニス大会

ホームページ

日時 9月7日・14日・21日の水曜日19：

プレベルの競技を見ることができるこ

場所 保田ケ池カヌーポロ競技場

☎･N34-3621

や筋肉も元気になります。

場所 三好中学校卓球場

日
（日）
9：00～16：00

明越会館内

{sansan@hm9.aitai.ne.jp

ロ選手権大会を開催します。日本トッ

日時 9月17日
（土）
10：00～17：00、
18

健康太極拳講座追加募集
三好さんさんスポーツクラブ

場所 三好公園テニスコート

②初級者

園児

申込 火・木曜日9：00～15：00、水・金・

定員 20人程度

下1,000円・高校生以上2,000円、
スポーツ保険料
（年間）中学生以下
800円・高校生～64歳1,850円・65
歳以上1,200円、1回無料体験可
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に年会費、スポーツ保

土曜日9：00～12：00に三好さん
さんスポーツクラブへ電話、メー
ル、または直接

ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟

はやし さちお

林幸男さん

☎090-3482-5556
内容 ① 中学生の部
（中学1・2年生）、②

一般の部（中学3年生以上）

険料、参加費を添えて、なかよし

※ 予選リーグ戦後、決勝トーナメント

☎090-3152-5986

クラブへ直接。体験の申し込みは

を行う予定です。

内容 男女ダブルス硬式テニス大会①公

電話でも可

日時 ①9月24日
（土）、②9月25日（日）

式試合初めてマッチ
（1ブロック3
ペアのリーグ戦）
、②レギュラーマ
（1ブロック3ペアのリーグ戦）
ッチ
日時 11月12日
（土）
9：00～
（予備日19

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

28

ス協会登録者

広報みよし

2022 年 9 月号

9：00～（受け付けは8：30～）

健康麻雀教室追加募集

場所 三好公園テニスコート

三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内

☎･N34-3621

対象 中学生以上
ホームページ

{sansan@hm9.aitai.ne.jp
初めての人でも親切、丁寧に楽しさ
をお伝えします。

費用 500円
（高校生以下は100円）
申込 9 月9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

スマイルママパパ教室～幸せ
あふれるヨガと美容栄養学～

レーニングやバランス運動、音楽を使

費用 無料

った体操で有酸素運動を行います。

問合 シンフォニックウインズみよしへ

日時 9月5日
（月）以降の隔週月曜日9：

三好ともいきスポーツクラブ

メール
（{swmiyoshi@gmail.com）

30～10：30

東海学園大学三好キャンパス内

ガールスカウト＆
SDGsスゴロク！

場所 東 海学園大学三好キャンパス5号
申し込み
フォーム

☎36-6614

申込 不要。会場へ直接。

笑顔トレーニングやヨガ、美容料理
について学ぶ教室です。

館2階ダンススタジオ
対象 20歳以上

定員 先着で20人

費用 1回500円。別途会員登録料2,00

内容 人間スゴロクとクラフトで遊ぶ

日時 9月12日
（月）
以降の隔週月曜日10：

30～11：30
場所 東 海学園大学三好キャンパス5号

館2階ダンススタジオ

日時 9月25日
（日）9：45～12：00

0円、保険料65歳以上1,200円、

場所 さんさんの郷研修室

64歳以下1,850円

対象 小学1～4年生の女児とその保護者

持物 室内用シューズ

定員 先着で5組

申込 10：30～16：00に三好ともいきス

申込 安田初代さんへ電話
（☎090-198

ポーツクラブへ電話、または直接

5-6347）
、またはショートメール

対象 20～45歳
（子ども連れ可）
定員 先着で20人

費用 1組200円

やすだはつよ

（土・日・祝日を除く）

費用 1回800円
（保険料込み）

伝言板

持物 室内用シューズ

※ヨガマットは貸し出しがあります。
申込 上記申し込みフォームへ入力、ま

たは10：30～16：00に三好ともい
きスポーツクラブへ電話
（土・日・祝
日を除く）

週末型ゆる森
「バッタの
ジャンプ大会！
秋の虫を探そう！」

みよし市吹奏楽団シンフォニッ
クウインズみよし第10回定期
演奏会

日時 9 月24日
（土）
10：30～12：30
場所 三好丘緑地
対象 未就学児とその保護者
（きょうだい

春の猟犬、リバーダンス、レ・ミゼ

健康運動倶楽部

定員 8 組程度

日時 10月2日
（日）
13：30～
（開場は13：

申込 親子の名前、年齢、電話番号を明

00）

とうむしへメール
（{2021tentou

      mushi@gmail.com）

サンアート）
大ホール

用

費用 1組1,000円

らかにして、森のようちえんてん

場所 カネヨシプレイス
（旧文化センター

ボールやマットを使い簡単な筋力ト

採

の参加も可）

ラブルなどの曲目を演奏します。

三好ともいきスポーツクラブ 東海学
園大学三好キャンパス内 ☎36-6614

ホームページ

自衛官などの募集

自衛隊豊田地域事務所 ☎0565-32-7384

下表のとおり自衛官などを募集します。試験日時などは自衛隊豊田地域事務所へお問い合わせください。
き た ま ち

問合 自衛隊豊田地域事務所
（豊田市喜多町1-100-1)へ直接

区分

受験資格（※1）

受け付け

自衛官候補生

18歳～33歳未満

随時

一般曹候補生

18歳～33歳未満

9月5日（月）まで

航空学生

海上

18歳～23歳未満

航空

18歳～21歳未満

防衛大学校学生
（一般）
（※2）

18歳～21歳未満

防衛医科大学校学生

18歳～21歳未満

9月8日（木）まで
10月26日（水）まで
医学科
看護学科

10月12日（水）まで
10月5日（水）まで

※1

年齢は令和5(2023)年4月1日現在
（自衛官候補生は採用予定月の月末現在）です。

※2

防衛大学校の採用試験には、一般のほかに総合選抜および推薦があります。詳しくはお問い合わせください。
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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10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
11日（火）13：30～16：30
14日（金）13：30～16：30

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2階202会議室
市役所2階202会議室

人権相談、行政相談
法律相談
司法書士・行政書士・土地
18日（火）13：30～16：30
市役所2階202会議室
家屋調査士合同相談
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
外国人相談
00～16：00
（ポルトガル語通訳によ 毎週月曜日9：00～12：00
保健センター
る）
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
障がい者相談
平日8：30～17：00
市役所1階ふくしの窓口
（就労・介護・虐待など）
高齢者面接相談
市役所1階長寿介護課、ふくし
平日8：30～17：00
（介護・虐待など）
の窓口
市役所1階長寿介護課

介護・高齢者福祉サービ
スの相談

平日8：30～17：00

平日9：00～17：30
成年後見相談
医療相談
児童虐待・子ども相談

☎33-0791
☎34-6811

①成年後見支援センター（くら
①平日9：00～17：00、②4日
（火）
14：
成年後見支援センター
し・はたらく相談センター内）
、必要
（前日まで）
00～16：00
☎33-5020
②おかよし交流センター
市民病院地域連携・医療相
平日8：30～17：00
市民病院1階総合受付
不要
談室☎33-3300

母子・父子・寡婦相談

平日
（水曜日を除く）9：00～16：30

広報みよし

長寿介護課☎32-8009
ふくしの窓口☎76-5663
☎32-8009

☎33-4177

毎週火～金曜日9：00～16：00
毎週火・水曜日13：00～16：00

市役所2階子育て支援課
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）
市役所3階協働推進課

6日（木）13：30～16：30
毎週月・水曜日9：00～12：00
市役所4階相談室
毎週木・金曜日13：30～16：30
12日・26日の水曜日13：00～15：30 緑と花のセンター営農相談室

教育に関する相談
平日
（火曜日を除く）9：00～17：00 教育センター「学びの森」
（家庭・学校・不登校・特別
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
5日（水）
・20日（木）9：00～12：00
福祉センター2階相談室
こころの電話みよし
（青
毎週土曜日12：00～16：00
電話のみ
少年およびその保護者）
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
11日
（火）
9：00～、10：00～、11：00～
若者のための職業相談
25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）
11日（火）13：00～、14：00～、15：00～
巡回労働相談
栄養・歯科相談
12日（水）9：00～11：30
夜間エイズ・梅毒検査
新型コロナウイルスの感染状況によ 衣浦東部保健所
おおてまち
エイズ・肝炎・梅毒検査 り、変更がありますので電話でお問
（刈谷市大手町1-12）
骨髄バンクドナー登録 い合わせください。
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不要

ふくしの窓口☎76-5663

おかよし地域包括支援センター
（カリヨンハウス内）

電話
（電話相談後に面接相談可）

精神科医による相談
検便・水質検査

不要

☎33-3502

毎週月曜日12：00～16：00

営農相談

不要

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内）

女性の悩みごと相談

消費生活相談

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

なかよし地域包括支援センター
（福祉センター内）

不要

市役所2階子育て支援課

NPO・協働相談

問い合わせ

不要

きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内）

平日8：30～17：00

子育て相談

予約

5日（水）14：00～16：00
毎週火曜日9：00～11：30

2022 年 9 月号

衣浦東部保健所みよし駐在

不要

☎32-0910
（専）

不要

産業課☎32-8015

必要

☎34-6111

不要（面接相談 子育て支援課
は要予約）
☎32-9539
（専）
不要
☎32-8034
子育て総合支援センター
不要
☎34-0500
子育てふれあい広場
不要
☎36-1181
必要
（前日まで）☎32-8025

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

必要
（前日まで）☎33-1860
（専）
必要
不要
不要

☎0566-21-9338
☎0566-21-4797

必要
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27ページ参照）
ほいくえん

しょうきぼほいくじぎょうしょ

にゅうえん う

つ

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け
Abertura de Inscrições para Creches e
Empresas de Cuidado Infantil de Pequeno
Porte
Setor de Suporte à Criação de Filhos
Site
☎0561-32-8034 N0561-34-4379
Serão aceitas inscrições para o ingresso de novatos
a partir de 1º de abril de 2023 e inscrições de pais
que planejam deixar a licença (pa)maternidade para
retornar ao trabalho entre 1º de abril e o final de
setembro de 2023 e desejam matricular seus filhos.
Realize a inscrição por meio do Sistema de
Solicitação Eletrônica de Aichi.
▶Data e Horário= Para solicitações eletrônicas:
26 de setembro (seg) até 10 de outubro (feriado).
Para solicitações presenciais: 17 de outubro (seg)
até 31 de outubro (seg) <Necessário reservar>
▶Local da Entrevista= Direto na creche desejada
em 1°lugar
※Será necessário realizar uma entrevista na creche
depois que a solicitação eletrônica for completada.
※Quando for na creche, se possivel, leve a criança
que pretende ingressar na creche.
▶Outros= Para maiores informações sobre como
se inscrever, requisitos de admissão e outros
detalhes, consulte o "Informativo sobre a Inscrição

de Ingresso nas Creches" distribuído com o
formulário de inscrição, ou no site após a quartafeira 7 de setembro.

Applying for Pre-school “Hoikuen” and
Small-scale Childcare Facilities

Child Rearing Support Dept.
☎0561-32-8034 N0561-34-4379
Home Page
Applications will be accepted for children newly
entering pre-school day care from April 1, 2023, or
for children entering during the period from April
to the end of September 2023 upon the guardian’s
return to work after child-care leave ends. Please
apply using the Aichi Electronic Application
System.
▶Timing of electronic application period= Sep.
26(Mon)～Oct.10(holiday). Interviews are Oct.17
(Mon)～31(Mon). (Appointment required)
▶Interview location= At 1st choice pre-school
※After completing the electronic application, an
interview at the day care facility is required.
※As much as possible, please bring the child
entering pre-school to the interview.
▶Other= Details about how to apply and Hoikuen
pre-school entrance requirements can be found in
the “Guide for Pre-school Hoikuen Application”
distributed simultaneously with the application or
from Sep.7(Wed), you can find it on the following
Home Page.

※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。
ご つうやく

しみんか

がいこくじんそうだん

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

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

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

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

9：00～12：00

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

市内の外国人住民数：2,383人

編
後

集
記

市人口に占める割合：3.9%（令和4(2022)年8月1日現在）

▶ 7月から開催している
「市長と話そう！」
。参加した皆さんは自分たちの活動を
紹介したりみよしの魅力向上につながる提言をしたり子育てしやすいまちづくり
のアイデアを発表したりするなど熱心に話し合っていました。市長も皆さんの意
見に真剣に耳を傾けながら現状の説明や市の考え、今後の展望などについて答え
ました。開催日程を定期的にホームページで公開しています。市長と会ってみよ
しのまちづくりについて話してみませんか。申し込みをお待ちしています。（橋）
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サンライブ・
図書館まつり

内容 

各イベントの詳細や申し込みなどはホーム
ページをご覧ください。

ホームページ

バックヤード
ツアー

サンライブにもっと親しみを持っていただくため、

体験教室や人形劇、読み聞かせなど行います。楽しい

自分の印を
作ろう

企画盛りだくさんで皆さんをお待ちしています。

茶道体験
（裏千家）

生涯学習推進課・中央図書館 ☎34-3111 N34-3114
日時

9月25日（日）10：00～15：00

ハロウィン飾りを
作ろう

場所 サンライブ
対象 どなたでも可

本の装備体験

費用 無料

販売コーナー

本のポップを
かいてみよう！

みんなだいすき！
人形劇！

本の読み聞かせ

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 9月5日
（月）
、10月3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

