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特集特集
友好の森を知ろう、体験しよう友好の森を知ろう、体験しよう

　市と長野県木
き そ
曽郡木

き そ ま ち
曽町との交流は、昭和58（1983）年に旧三

みたけ
岳村と交わ

した友好提携締結が始まり。三岳村の市町村合併により一旦解消したものの
平成23（2011）年に再び木曽町と友好提携を締結し、これまで交流を深めて
きました。
　この木曽町の御

おんたけ
嶽山

さんろく
麓にある森林「みよし市友好の森」は、平成3（1991）

年5月と平成12（2000）年1月に市が取得しました。これは市の発展の礎
いしずえ
と

なっている愛知用水（木曽川）の水源を保全するのは水源地である木曽町だけ
でなく、恩恵を受けているみよし市の役割でもあるといった考えから「地域
環境への貢献」「環境教育の向上」を目的に取得したもの。
　今回の特集では、私たちに水の恵みをもたらす友好の森や木曽町の魅力を
お伝えします。皆さんも木曽町へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

【友好の森の概要】
▶所在地　　　長野県木曽郡木曽町三岳1-11他
▶面積　　　　�37.8ha（バンテリンドームナゴヤおよそ8個分）
▶設備など　　�あずま屋（1棟）、入口案内板（1基）、サイン設置

（12カ所）、啓発用看板（2基）、散策路※（6km）
▶林状　　　�　ヒノキ（樹齢65～80年）、アカマツ（樹齢50年）、

　針葉樹（混交林）（樹齢65～210年）など、およそ
　38,000本

▶取得年月日　�平成3（1991）年5月8日、平成12（2000）年1月
24日

※散策路の利用には事前申請が必要です。詳しくは産業課へお
問い合わせください。

産業課　　　　　　　産業課　　　　　　　☎☎32-801532-8015　　N34-418934-4189
観光協会　産業課内　観光協会　産業課内　☎☎34-600034-6000　　N34-418934-4189

●

●

みよし市

長野県木曽町

みよし市友好の森散策路
北入口

南入口

中山沢
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森林には温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）を
吸収する力があります。CO2の吸収量は樹種や

樹齢などにより幅がありますが、およそ37.8haの広
さがある友好の森では1年間に139.46～418.38tの
CO2が吸収されています。これはおよそ21～64世帯
（6,500kg/世帯）が1年間で排出するCO2の量に相当
します。

●森林が守る私たちの空気

友好の森から受けている恩恵

●みよしを築く　木曽の水

▶位置
　長野県木曽郡王

おうたき
滝村・木曽町三岳

▶総貯水量
　75,000,000m3

　（バンテリンドームナゴヤおよそ55杯分）
▶有効貯水量
　68,000,000m3

▶工事費
　97億6,600万円

市は昔から水不足に苦しみ、小河川や100余りの
ため池からの引き水で、干ばつと闘った先人た

ちの永い開拓の歴史がありました。こうした水を熱望
する農民の願いと知多地域の人々の熱心な運動がきっ
かけとなり、木曽川水系の水源地を高度に利用する
「愛知用水事業」が構想・着手されました。これは愛知・
岐阜にまたがる38市町（当時）への農業用水・工業用水・
水道用水の供給を目的に、わが国最初の国土総合開発
事業として実施されたもの。この事業で整備されたの
は、牧尾ダム、幹線水路、支線水路、調整池などです。
建設にあたっては世界銀行からの金銭的・技術的な援
助を受け、わずか5年という短期間のうちに完成され
ました。

　昭和36（1961）年、愛
知用水事業の水源施設と
して中心コア型ロック
フィルダム（岩石を積み
上げてつくる工法）であ
る「牧尾ダム」が完成しま
した。この年に愛知用水が通水して以来、御嶽山の麓

ふもと

を水源とする「木曽の水」が、みよしへの絶え間ない流
れとなりました。この水は農業近代化の促進や工業発
展の基礎となり、今日のみよしを築く大きな力となり
ました。また水の大動脈として中部圏の飛躍的な発展
に大きく貢献し、今やこの地域の生活や産業にとって
なくてはならないライフラインとなっています。

▲愛知用水の水
すいびょう
瓶　牧尾ダム
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友好の森ふれあいツアーは、森林散策や間伐作業
などの体験を通して環境保全や森林の大切さを

楽しみながら知ってもらおうと、平成15（2003）年度
から開催しています。今年は8月27日に開催されたこ
のツアーに、親子連れなど17人が参加。この日は木
曽町、木曽森林組合、木曽森林ふれあい推進センター、
長野県木曽地域振興局、御

おんたけ
岳ロープウェイの皆さんに

ご協力をいただきました。
　バスが友好の森に到着すると、現地指導員の皆さん
から参加者にのこぎりとクマよけの鈴が配られまし
た。涼しさを感じながら山道を20分ほど歩いて移動し
（①）、5つのグループに分かれて間伐作業を実施。こ
れは余分な樹木を切り倒し間隔を空け、地面まで日差

森は適切な森林サイクルによりきれ
いな水を育み、温室効果ガスを削減
し、木材となるなどさまざまに活用
されます。今後もこのツアーを通じ
て環境への取り組みに興味をもって
いただければうれしいです。▲木曽町三岳支所

　宮
みやと
戸　朋

ともゆき
幸さん

●木曽町の人の思い

友好の森ふれあいツアーが開催されました

大きな木が倒れるとこ
ろが楽しかったです。
こうやってバランスよ
く木を切ることで、森
全体を守っているんだ
なと知りました。

●参加者の声

▲長
おさだ
田　彩

あやな
那さん

しが入るようにするためです。子どもたちは慣れない
のこぎりを手に（②）、最初に幹から小さな三角の形を
切り出し受け口を作ります（③・④）。次に受け口を支
点に、皆で協力して押したりロープで引いたりすると
（⑤・⑥）、木が一気に倒れます（⑦）。その迫力ある光
景を見て、森の中に響き渡る拍手と歓声。木を切った
場所には、独特の形の切り株が残ります（⑧）。
　間伐作業とともに、樹木へのテープ巻き作業も行い
ました（⑨）。これはクマが樹液を取るために大きく
育った木を傷つけるのを防ぐための作業。
　このように森林を守る作業を学習し、普段なかなか
体験できないことに挑戦できるこの機会は、子どもた
ちにとって夏の大きな思い出となりました。

①① ④④

⑤⑤

③③

⑦⑦

⑥⑥

②②

⑨⑨⑧⑧
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　木曽町の宿泊助成券を交付します。多くの人に木曽町に足を運んでいた
だき、魅力を発見していただけたらと思います。ぜひご利用ください。
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

※全国旅行支援キャンペーンのみ併用可能です。詳しくは各宿泊施設にお
問い合わせください。
※その他条件がありますので、詳しくはホームページをご確認ください。
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

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

ホームページ

　11月6日（日）にさんさんの郷で開催さ
れる産業フェスタみよし2022に、木曽
町が出店します。そばまんじゅうや栗菓
子をはじめ、各種お漬物や松茸ご飯など
さまざまな特産品が販売されます。皆さ
んぜひお越しください。

▲萬
まんしょうざん
松山興

こうぜんじ
禅寺

▲中
なかせんどう
山道福

ふくしまじゅく
島宿

 産業フェスタみよしでの出店 

観光協会からのお知らせ 

 長野県木曽町宿泊施設利用助成

【第1問】�
友好の森がある長野県は、面積
（13,560km2）に対して森林の広
さはどのくらいでしょうか？

A：10%
B：50%
C：80%

【第3問】
うろこがつながったような形の
このイラストは、何の木の葉っ
ぱでしょうか？

A：スギ
B：ヒノキ
C：マツ

【第2問】
日本で14番目に高い御嶽山の
高さはどのくらいでしょうか？

A：3,067m
B：2,439m
C：1,201m

答え　第1問：C　第2問：A　第3問：B

ふれあいクイズのコーナー 

そばまんじゅうそばまんじゅう

長
野
県

長
野
県
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
　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
ため、市の決算状況をお知らせします。
　令和3(2021)年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入419億4,123万円、
歳出385億6,455万1千円でした。前年度と比較すると、歳入で6億5,517万5千円の減
額、歳出で4億7,240万3千円の減額となりました。

　計画的かつ効率的な行財政運営により、令和3(2021)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、26億4,903万6千円の黒字決算となりました。

  令和3(2021)年度

  決算報告　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

用 語 解 説用 語 解 説

諸収入（2.6％）諸収入（2.6％）
8億7,199万3千円8億7,199万3千円

使用料及び手数料（0.8％）使用料及び手数料（0.8％）
2億6,062万3千円2億6,062万3千円

分担金及び負担金（0.5％）分担金及び負担金（0.5％）
1億7,763万4千円1億7,763万4千円

その他自主財源（0.3％）その他自主財源（0.3％）
1億1,547万7千円1億1,547万7千円

地方消費税交付金（4.6％）地方消費税交付金（4.6％）
15億5,176万8千円15億5,176万8千円

県支出金（3.3％）県支出金（3.3％）
11億3,468万8千円11億3,468万8千円 その他依存財源（3.5％）その他依存財源（3.5％）

11億7,075万6千円11億7,075万6千円
市債（3.6％）市債（3.6％）
12億1,020万円12億1,020万円

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
負担金

市が行う事業の受益者からの
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
交付金

地方消費税（市町村分）のうち
県から市へ配分されたお金

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　債 事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金

市税（42.7％）市税（42.7％）
144144億億7,932万6千円7,932万6千円

繰入金（15.3％）繰入金（15.3％）
51億8,936万9千円51億8,936万9千円

繰越金（8.9％）繰越金（8.9％）
30億1,997万7千円30億1,997万7千円

国庫支出金（13.9％）国庫支出金（13.9％）
46億9,471万4千円46億9,471万4千円

民生費（29.7％）民生費（29.7％）
91億5,829万2千円91億5,829万2千円

教育費（20.4％）教育費（20.4％）
62億8,540万7千円62億8,540万7千円

衛生費（12.4％）衛生費（12.4％）
38億361万2千円38億361万2千円

議会費（0.8％）議会費（0.8％）
2億2,804万3千円2億2,804万3千円

商工費（1.7％）商工費（1.7％）
5億3,242万1千円5億3,242万1千円

その他（0.1％）その他（0.1％）
1,025万2千円1,025万2千円

総務費（17.5％）総務費（17.5％）
53億9,633万9千円53億9,633万9千円

土木費（10.1％）土木費（10.1％）
31億1,091万円31億1,091万円

農林水産業費（1.6％）農林水産業費（1.6％）
5億9万8千円5億9万8千円

消防費（3.0％）消防費（3.0％）
9億3,093万8千円9億3,093万8千円

公債費（2.7％）公債費（2.7％）
8億2,834万8千円8億2,834万8千円

歳出
307億307億

8,465万9千円8,465万9千円

歳入
338億338億

7,652万8千円7,652万8千円

依存財源依存財源
28.9％28.9％

自主財源自主財源
71.1％71.1％

市税の内訳
市民税 61億4,495万8千円
固定資産税 68億7,889万6千円
都市計画税 9億830万9千円
市たばこ税 4億791万1千円
軽自動車税 1億3,925万2千円

一般会計
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　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。

　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。

※1　�本市が黒字であるため算定されません（実質黒字比率は14.57％、連結実質黒字比率は24.66％）。
※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。

　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。

　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。

会　計 歳　入 歳　出
国民健康保険特別会計 46億712万5千円 44億1,877万4千円
介護保険特別会計 27億3,905万6千円 26億4,503万1千円

保険事業勘定 26億8,572万1千円 26億408万円
介護サービス事業勘定 5,333万5千円 4,095万1千円

後期高齢者医療特別会計 7億1,852万1千円 7億1,608万7千円
合　計 80億6,470万2千円 77億7,989万2千円

健全化判断比率 比率 基準値
実質赤字比率　一般会計などの赤字の比率 －�※1 12.69
連結実質赤字比率　市全体の赤字の比率 －�※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 2.3 25.0
将来負担比率　将来負担すべき実質的負債の比率 －�※2 350.0

資金不足比率

特別会計

健全化判断比率・資金不足比率

企業会計
区　分 決算額

事業収益 31億7,860万円
事業費用 28億8,097万4千円
事業収支 ２億9,762万6千円

資本的収入 4億4,874万7千円
資本的支出 5億1,563万8千円
資本的収支 △6,689万1千円

病院事業
区　分 決算額

事業収益 17億6,154万8千円
事業費用 17億3,006万3千円
事業収支 3,148万5千円

資本的収入 5億1,993万4千円
資本的支出 8億691万9千円
資本的収支 △２億8,698万5千円

下水道事業

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに
14万9,601円

民生費

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに

8万8,150円

教育費

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに
10万2,673円

総務費

土木費

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに

5万817円

衛生費

保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに

6万2,132円

農林水産業費消防費 公債費

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に

1万3,531円

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策に

1万5,207円

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに

8,169円

議会費

議会活動や議員
報酬などに

3,725円

商工費

商工業の振興や
観光事業などに

8,697円

労働費

勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

167円

市民1人当たりに使われたお金は…

50万2,869円
※令和4(2022)年4月1日現在の人口6万1,218人で算出。
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  故塚

つかもと

本三
み ち お

千雄元町長旭
きょくじつ

日単
たんこうしょう

光章受章　秘書課　☎32-8032　N34-6008

　地方自治の発展や公共事業の推進に対し功労のある人
に贈られる勲章である旭日単光章を、元三好町長の故塚本
三千雄さんが受章し、10月18日（火）に愛知県知事から受
章伝達されました。塚本さんは平成5年（1993）年11月執
行の三好町長選挙において、町職員、助役として長年培わ
れた人望と豊かな識見が評価され、三好町長に初当選。そ
の後も卓越した先見性と実行力により町政を先導、平成９
(1997)年11月に再選し、2期8年にわたり本市の発展に
大きく貢献されました。
　都市基盤の分野では、将来のまちづくりを見据え、中心
市街地の活性化や商業振興発展の必要性から大型商業施設
の誘致を行い、現在のイオン三好アイ・モールの立地に至
りました。また他市町村に先駆け下水道の整備や福祉バス
（現在のさんさんバス）を運行するなど生活環境の整備を進

められました。　
　福祉や医療の分野では人口の増加や医療技術の進展に対
応するため、平成13(2001)年５月に町民病院を現在の市
民病院に移転新築させ、当時としては先進的な電子カルテ
システムの導入やリハビリが受けられる地域の基幹病院と
して開院。併せて在宅介護支援センターや訪問看護ステー
ションなどの体制を充実させました。
　在任当時は、環境への意識が現在ほど高くない中で町内
初となるリサイクルステーションを設置し、資源の有効活
用やゴミの減量化にも取り組みました。この他、福祉や教
育、生涯学習の各分野における施設、環境の整備にも積極
的に取り組みを進めました。在任中に実施した施策は、今
なお市民生活や行政サービスに息づいており、市政の発展
に多大なる貢献をされました。

●平成2(1990)年
　三好丘小学校開校
　三好町観光協会設立
●平成３(1991)年
　三好丘行政区誕生
●平成４(1992)年
　明知保育園開園
　三好丘緑、三好丘旭行政区誕生
　三好丘派出所開所
●平成５(1993)年　12月～町長に就任
　東名三好インターチェンジ開通
　三好丘桜行政区誕生
　文化センターサンアート（現在のカネヨシプレイス）オープン
　町政35周年を機に「いいじゃん踊り」誕生

【町長、助役時代の主な実績】

●平成６(1994)年
　莇生保育園開園
　‘94三好カップ国際レディースカヌー大会開催
　わかしゃち国体夏季大会（カヌーレーシング）開催
　ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」開局
●平成７(1995)年
　アメリカ合衆国コロンバス市と友好都市締結
　緑と花のセンター「さんさんの郷」開所
●平成８(1996)年
　女性消防団発足
　訪問看護ステーション、地域福祉サービスセンター開所
　境川流域関連公共下水道通水
●平成９(1997)年
　緑丘小学校開校
　東郷美化センターの新ごみ焼却施設完成
●平成10(1998)年
　町制施行40周年記念式典
　全国健康福祉祭（ねんりんピック）‘98開催
●平成11(1999)年
　みよし悠学カレッジ開校
　資源ごみの分別収集開始
　福祉バス（現在のさんさんバス）試行運転開始
●平成12(2000)年
　町民情報サービスセンター「サンネット」開所
　北海道士別市と友好都市締結
　町内初のリサイクルステーション設置
　イオン三好アイ・モールオープン
●平成13(2001)年
　コミュニティFM「ラジオ・ラヴィート」開局
　三好町民病院移転新築　
　さんさんバス本格運行開始

塚本元町長は、去る5月7日にお亡くなりになりました。塚本さんの
功績に感謝するとともに、謹んでお悔やみを申し上げます。
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人口�����61,439人（＋41人）

男性�����31,495人（＋30人）

女性�����29,944人（＋11人）

世帯数��25,369世帯（＋28世帯）

※（　）は前月比�　��

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。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
固定資産税・都市計画税 3期�12月26日

国民健康保険税（普）、介護保険料（普）、
後期高齢者医療保険料（普）

5期�11月30日　
6期�12月26日

　みよし市教育長今
い ま せ

瀬良
よ し え

江さんおよび教育委員原
はらぐち

口百
ゆ り こ

合子
さんの任期が令和4(2022)年9月30日をもって満了とな
り、新たに教育長に増

ますおか

岡潤
じゅんいちろう

一郎さん、教育委員に清
し み ず

水素
も と こ

子
さんが就任されました。教育長の任期は令和7(2025)年9
月30日までの3年間、教育委員の任期は令和8(2026)年9
月30日までの4年間です。
　みよし市教育委員会は臨時教育委員会を開き、増岡教育
長が教育長職務代理者に鈴

す ず き

木千
ち さ と

郷さんを指名しました。

  教育長・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　N34-4379

教育長職務代理者
　鈴木千郷さん

教育長
増岡潤一郎さん

新教育委員
�清水素子さん

  戦没者追悼式
   福祉課　☎32-8010　N34-3388

みよし市の人口
（令和4（2022）年10月1日現在）

　戦没者を追悼し、平和を恒久のものとして若い世代へ継
承していくための平和の式典です。
日時 �11月9日（水）10：00～11：00（受け付けは9：30～）
場所 �カネヨシプレイス（旧サンアート）小ホール
対象 �市内在住　費用 �無料　
申込 �不要。当日一般受け付けへ直接
※平服でお越しください。

　サンライブでは、さまざまな内容の講座を「春
夏」「秋冬」「新春」の年3期に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
生を募集します。講座や申し込み方法など詳しくは、今月
号の折り込みまたは「新春講座案内」（11月1日（火）からサ
ンライブ、市役所1階情報プラザ、サンネット、ホームペ
ージで閲覧可）をご覧ください。
対象��15歳以上（中学生を除く。市内在住・在学・在勤優先）

  生涯学習新春講座
   生涯学習推進課　☎34-3111　N34-3114

ホームページ
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

部 種 目 スタート時刻 距 離 参加資格・スタート区分

ふれあいジョギング 9:15 1.6km 5歳以上で健康な人

マ     

ラ     
ソ     
ン

1 小学生男子A 9：35

1.6km

小学生男子（1～3年生）※3部と同時スタート
2 小学生男子B 9：25 小学生男子（4～6年生）※4部と同時スタート
3 小学生女子A 9：35 小学生女子（1～3年生）※1部と同時スタート
4 小学生女子B 9：25 小学生女子（4～6年生）※2部と同時スタート
5 中学生男子 9:45

2.5km
中学生男子※6部と同時スタート

6 中学生女子 9:45 中学生女子※5部と同時スタート
7 一般男子A 10:20

5.7km

35分以内で完走できる39歳以下の男性（中学生以下を除く）※7～10部は同時スタート
8 一般男子B 10:20 35分以内で完走できる40歳以上の男性※7～10部は同時スタート
9 一般女子A 10:20 35分以内で完走できる39歳以下の女性（中学生以下を除く）※7～10部は同時スタート
10 一般女子B 10:20 35分以内で完走できる40歳以上の女性※7～10部は同時スタート
11 一般男子 9:55

10.0km
70分以内で完走できる男性（中学生以下を除く）※11部・12部は同時スタート

12 一般女子 9:55 70分以内で完走できる女性（中学生以下を除く）※11部・12部は同時スタート

●1.6kmコース
　陸上競技場スタート ⇒ 三好池本堤防 ⇒ 陸上競技場ゴール
●2.5kmコース
　陸上競技場スタート ⇒三好池カヌーセンター（折り返し） ⇒ 三好池本堤防 ⇒ 陸上競技場ゴール
●5.7kmコース
　陸上競技場スタート ⇒ 三好池周回道路（およそ1周） ⇒ 陸上競技場ゴール
●10.0kmコース
　陸上競技場スタート ⇒ 三好池周回道路（およそ2周） ⇒ 陸上競技場ゴール

駅　　伝

1 地区対抗

10:50 14.3km

行政区で構成された中学生以上6人※
各部ともチームに女性を2人以上含むこと
※1部の地区対抗のみ、女性を50歳以上の
男性におきかえ可能です。

2 中学生 中学生6人
3 一般 中学生以上6人
4 高校生 高校生以上6人（各校単位）

●区間距離／1区（2.6km）・2区（1.9km）・3区（0.9km）・4区（3.4km）・5区（0.9km）・6区（4.6km）
●駅伝基準タイム（基準タイムをオーバーした時点で繰り上げスタートもしくは棄権とする）
   第1中継点（スタート20分後）・第2中継点（スタート32分後）・第3中継点（スタート39分後）・第4中継点（スタート58分後）
　・第5中継点（スタート65分後）

  新春みよし市マラソン駅伝大会　スポーツ課　☎32-8027　N34-6030

ランネット

日時 �令和5(2023)年1月29日（日）8：40～12：40
場所 �三好公園陸上競技場(主会場)および三好池周辺道路
費用 �ジョギングの部…一般1,000円、中学生以下500円
　　マラソンの部…一般2,000円、中学生以下500円
　　駅伝の部…1チーム12,000円
申込 �12月1日（木）までにランネットから申し込み、または参加申込書（総
合体育館、市役所2階教育委員会、サンネット、サンライブ、市民病
院、カネヨシプレイス（旧サンアート）、さんさんの郷、三好池カヌー
センター、保田ケ池カヌーポロ競技場で配布）に必要事項を記入し、
参加費を添えて郵便局、またはスポーツ課（総合体育館内）へ直接。た
だし、駅伝の部はランネットからの申し込みのみ（2部～4部は先着で
100チームまで）

　「新春のみよしを駆け抜けろ！」をキャッチフレーズに開催する、新春みよし市マラソン駅伝大会の参加
者を募集します。マラソンの部の部門新設および駅伝の部のコース変更を行います。自分の走力に合った
種目で、いい汗を流してみませんか。
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  みよしレクリエーション・スポーツフェスタ2022　スポーツ課　☎32-8027　N34-6030

みよし鬼ごっこ

日時 �12月10日(土)8：30～12：00（受け付けは8：30～8：55）
場所 �三好公園総合体育館アリーナ、剣道場、柔道場
内容 ���カローリング、ボッチャ、みよし鬼ごっこ、スラック
ライン、輪投げ、風船ダーツ、ディスゲッター、ラダ
ーゲッター、総合型地域スポーツクラブ体験ブース
（空手、キンボール、シャフルボード）など

対象 �市内在住・在学・在勤または市内活動グループ

坂
さかもと

元　享
きよふみ

文さん
（スポーツ推進委員）

令和4(2022)年7月に、
日本で25人目のカロー
リングインストラクター
SA級を取得。カローリン
グの普及に努めています。

　いつでも、どこでも、誰とでも、気軽に楽しめるレクリエーション・スポーツを中心とした「みよ
しレクリエーション・スポーツフェスタ2022」を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

カローリング

　電子申請
届出システム

ホームページ

　電気事業法による病院内の電気設備点検実施のため、下
記の時間帯で救急診療を休診します。ご理解とご協力をお
願いします。

11月12日（土） 8：30～17：1511月12日（土） 8：30～17：15
臨時休診日臨時休診日  

  市民病院救急診療の休診  市民病院　☎33-3300　N33-3308

費用 �1人20円（当日集金）
持物 �室内用シューズ
申込 �①�11月30日（水）までに申込用紙（スポーツ課で配布、
　　ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入
　　しスポーツ課へファクス、または直接、②あいちみよ
　　し市電子申請・届出システムから

当日
来場
予定
！
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  みんなで住みやすいまちをつくりましょう　環境課　☎32-8018　N76-5103

　誰もが住みやすいまちにするために、一人一人が周りの人に配慮した環境に優しい行動を心掛けましょう。

野焼きは法律により原則として禁止されています野焼きは法律により原則として禁止されています

��ホームページ

家庭ごみの出し方のマナーを守りましょう家庭ごみの出し方のマナーを守りましょう

ごみ分別促進
アプリさんあ～る

犬のふんは責任を持って始末しましょう犬のふんは責任を持って始末しましょう

草木の適正な管理をしましょう草木の適正な管理をしましょう
　自宅の敷地や自身が所有する土地（空き地など）の草木について、適正な管理を心掛け
ましょう。草木が伸びることで、隣地の住民に迷惑がかかることがあります。定期的な
剪定や落ち葉の掃除をすることで、お互いに気持ちのよい環境をつくりましょう。

ごみのポイ捨ては条例で禁止されていますごみのポイ捨ては条例で禁止されています
　空き缶、ペットボトル、食品容器、たばこの吸い殻などを路上や敷地にポイ捨てする
ことは「みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例」の規定により禁止されています。美し
い景観や自然を守るため、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

　犬のふんを放置することにより、道路や公園が汚れてしまいます。また、自宅の前に
犬のふんが放置されて迷惑している住民もいます。犬の散歩に出かけるときは犬の排泄
物でまちを汚さないよう、ビニール袋、ちり紙などを持って出かけ、飼い主は責任を持
って始末をしましょう。「みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例」の規定により、犬の
ふんを片付けることは飼い主の責務となっています。

　個人または事業者から排出される廃棄物は、法令で決められた処分方法によ
り処分することとされています。少量であっても屋外で焼却する行為（野焼き）
は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により原則として禁止されています。野
焼きによって発生する煙は、その臭いが洗濯物につくなど、近隣住民にとって迷惑にな
ります。また野焼きが原因で火災が発生する恐れもあります。年末にかけて家庭内の掃
除を行う機会が多くなる時期となりますが、野焼きは行わないようお願いします。

　家庭ごみは決められた地区のごみ集積場所に、市指定のごみ袋に入れて、
収集日当日の朝8：30までに出してください。収集日以外は、絶対にごみを
出さないでください。収集日以外にごみを出すと、ごみから悪臭が発生したりカラスや
猫などによってごみが散乱したりするなど、近隣住民にとって迷惑になります。
　家庭ごみを出す際は、ごみの分別にもご協力をお願いします。ごみカレンダーやごみ
の出し方については、ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」でもご覧になることができます。
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         NEWS 119 尾三消防　尾三消防組合予防課　☎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。

　令和3(2021)年度は、歳入総額39億7,158万8千円に
対し歳出総額38億9,654万6千円で、歳出予算の執行率
は98.1％となりました。
　「安全で安心な暮らしを実現できる地域の実現」に向け、
消防広域化のスケールメリットを最大限に活用した盤石な
消防組織を目指していきます。

◆令和3(2021)年度尾三消防組合一般会計決算

【初期消火に役立つ住宅用消火器を備えましょう】
　初期消火に役立つ住宅用消火器は、誰でも簡単に取り扱
うことができます。しかし火災の種類に応じて対応できる
消火器が異なるため、自宅に置かれている消火器がどの火
災に適応しているか確認しましょう。また耐用年数が過ぎ

  防災行政無線などを用いた全国一斉伝達訓練　 防災安全課　☎32-8046　N76-5702　

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が11月
16日（水）11：00に全国一斉に行われます。

　Jアラートとは、自然災害や武力攻撃など、皆さんの安
全に関わる情報をいち早くお届けするために整備されたも
のです。市では、市内56カ所の防災行政無線・防災ラジオ・
登録型の情報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情
報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する
場合があります。

11月16日（水） 11：00

●適応火災の表示例

適応火災の種
別を絵で表示

ているにも関わらず放置されていたり、消火器が置かれて
いなかったりする家庭が多く見受けられます。この機会に
消火器について考え、いざというときに備えましょう。

   全国一斉　
秋の火災予防運動

11月9日～11月15日

　11月9日から15日まで、秋の火災予防運動が全国
一斉に実施されます。令和3(2021)年中に尾三消防
本部管内で発生した火災85件のうち、建物火災は32
件で全体の約4割を占めています。消火器による初期
消火を行うことで、被害を最小限にすることができま
す。初期消火は財産だけでなく、自分自身や家族を守
るためにとても重要です。



　犯罪などにより被害を受けられた人やその家族または
遺族の多くは、命を奪われたり、身体を傷つけられた
り、財産を奪われたりという直接的な被害だけではな
く、その後もさまざまな被害に苦しめられます。
　被害に遭ったことによる精神的なショックに加え、高
額な医療費や弁護士費用といった経済的負担、捜査や裁
判の過程における精神的・時間的負担などが強いられま
す。
　また興味本位なうわさや中傷、プライバシーをも侵害
しかねない執拗な取材・報道によるストレス・不快感、さ
らには治療や回復の過程での配慮に欠ける対応などの二

人人 権権 特特 集集 ココ ーー ナナ ーー 市民課　☎32-8012　N32-8048

犯罪被害者などの人権犯罪被害者などの人権

誰もが安心して暮らせる社会の実現をめざし
次的な被害に悩まされています。
　このような状況の中、平成17（2005）年に「犯罪被害者
等基本法」が施行され、その後この基本法に基づき、支援
の具体的施策をとりまとめた犯罪被害者等基本計画が三
次にわたり策定され、犯罪被害者などが再び平穏な生活
を営むことができるよう支援の強化が図られています。
　私たちの誰もが犯罪被害者などとなる可能性がありま
す。犯罪被害者などを社会全体で支えていくためには、
私たち一人一人が犯罪被害者などの声に耳を傾け、理解
を深め、人権に配慮していくことが何よりも大切です。

【参考：愛知県人権啓発ガイドブック「人権の世紀」へ】

犯罪被害者などの抱えるさまざまな問題
　現在の社会では、犯罪被害者などについて十分に理解
されているとはいえない状況があります。
　犯罪被害者などを社会全体で支えていくためには、犯

罪被害者などが実際にどのような体験をし、どのような
思いを抱き、何に苦しめられているかを知る必要があり
ます。

直接的被害 犯罪により自らの命や家族を失い、体を傷つけられ、金銭などの財産を奪われるといった直接的
な被害

心身の不調 突然の予期できない犯罪被害による感情や感覚の麻痺などの反応のほか、その後も気持ちの動揺
や落ち着かないなどの精神的な不調、頭痛やめまいなどの身体的な不調

生活上の問題 精神的・身体的な被害について職場で理解が得られず、仕事を辞めざるを得ない場合や、犯罪被害
によるさまざまな影響により不本意に転居をせざるを得ない問題

経済的な問題 生計維持者を失う場合や、就業が困難になるなど収入が途絶え経済的に困窮する問題。また警察
や病院へ行く際の交通費、葬祭費、医療費や、弁護士を依頼した場合の費用など予期しない出費

周囲の人の言動
による傷つき

犯罪被害者などに関する誤解や情報不足から、周囲の人たちからの支援が受けられないことによ
る社会的な孤立。周囲の人たちからの中傷や心情に沿わない安易な励ましや慰めによる傷つき

捜査、裁判に伴う
さまざまな問題

捜査や裁判の度に犯罪被害のことを思い出すこと。捜査や裁判への出席のための時間的・身体的な
負担。裁判で加害者と法廷で直接向き合い加害者側からの主張を受けることによる心身の負担

　平成17(2005)年12月に閣議決定された「犯罪被害者
等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法」の成
立日である12月1日を最終日とする1週間（11月25日か

ら12月1日まで）が「犯罪被害者週間」と定められました。
そこで今回は、犯罪被害者などの人権についてご紹介し
ます。

14 広報みよし　2022年 11月号



　 プラスα

●人権擁護委員のひとこと
　テレビや新聞、インターネットなどで毎日さまざまなニュースが流れてい
ます。この中には犯罪についてのニュースもあり、犯罪の加害者や被害者、
経緯などについて報道されることがあります。犯罪は被害者の人権を侵害す
る許されざる行為で、被害を受けた後にさらに負担を強いられることがあり
ます。自分や家族、友人など大切な人が犯罪被害にあったとき、私たちはそ

伊
い ず は ら

豆原誠
まこと

さん

犯罪被害者などへの支援の必要性
　犯罪被害者などは、事件で直接的被害を受けた後、心
身の不調、生活上や経済的な問題、周囲の人の言動によ
る傷つき、捜査、裁判に伴うさまざまな問題などを抱え

の人のために何ができるでしょうか。誰もが犯罪被害者になる可能性はあります。被害者となった人た
ちが置かれている状況や心情を、私たち一人一人が正しく理解し、自分事として考えていくことが必要で
す。犯罪被害者や家族が安心して暮らせるような社会であってほしいと願っています。

●被害者ホットライン
　被害者が、検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わ
せを行うことができます。夜間や休日でも留守番電話や
ファクスの利用ができますので、名古屋地方検察庁（☎・
N052-951-4538）にお気軽にご連絡ください。

【「犯罪被害者の方々へ」（法務省https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html）をもとに市作成】

●被害者支援員制度
　被害者や遺族などの負担や不安をできるだけ和らげる
ため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全
国の地方検察庁に配置しています。被害者支援員は、被
害者からのさまざまな相談への対応、法廷への案内・付
き添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続
きの手助けをするほか、被害者の状況に応じて、精神
面、生活面、経済面などの支援を行っている関係機関や
団体などを紹介するなどの支援活動を行います。

ながら生活しています。このため、犯罪被害者などが直
面するさまざまな問題を解決し、再び平穏な生活を営む
ことができるような支援が必要となります。

【法務省ウェブサイト（https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html#2）をもとに市作成】

法務省では
　法務省の機関である検察庁では、被害者からの相談に
応じたり、事件の処分結果をお知らせしたりするなど、
被害者の保護と支援を行っています。また犯罪による被
害者や遺族などに対して、検察庁で行っている保護や支
援の制度について、捜査や裁判などの各段階に応じて記

載したパンフレットを作成しています。パンフレットに
不明点がある場合や、被害相談、事件に関する問い合わ
せを行うことができるように、専用電話として被害者
ホットラインを全国の地方検察庁などに設けています。

◆市民の皆さまへ
　犯罪被害者などに対しての、不誠実な言動、理解や配
慮に欠ける言動、誹謗中傷などの行為は、精神的な苦
痛、身体の不調、名誉毀損、平穏な生活の侵害、経済的
な損失など、犯罪被害者などへの二次的な加害へと繋が

る行為です。犯罪被害者などが置かれている状況を正し
く理解し、二次被害が生じることのないように十分に配
慮し、地域や職場、学校など、社会全体で犯罪被害者な
どを支えていくことが求められています。
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広報担当が取材したイベントや出来事を紹介し
ます。また、みよし市ホームページに掲載の

「Topics（まちの話題）」では、ここに掲載した以
外の写真もご覧いただけます。

まちの話題
ダイジェスト

ホームページ
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　中日本女子選抜チーム（愛知・富山・石川・福
井・岐阜・三重・静岡から選抜）のメンバーに選
ばれた、愛知セントレアガールズに所属する南
中学校3年生の小

お の だ
野田光

ひ か り
莉さん。8月に行われ

た「第８回全国女子中学硬式野球選手権大会」な
どで優勝、準優勝に輝きチームメイトと受賞
報告に訪れました。小野田さんは「みよしで女
子野球チームを作りたいです」と話しました。

全国女子中学硬式野球選手権大会
・鶴岡一人記念大会報告会
9月15日（木）みよし市役所

みよしスポーツ祭2022
10月9日（日）三好公園

　これまでのみよし市体育祭をリニューアルして開催。一流
アスリートによる体験教室や地区対抗競技など多くの市民が
参加し、スポーツの秋を満喫しました。

受賞報告に訪れた小野田さん（左）受賞報告に訪れた小野田さん（左）



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政番組『みよしTODAY』動
画配信」では、ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」で
放映したイベントや行事の様子を紹介しています。
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　サンライブに親しみをもってもらおうと、
石を彫って自分の印を作る体験やハロウィン
飾りの製作、自分で抹茶をたてる茶道体験な
ど多くのイベントが行われました。バック
ヤードツアーでは本の仕分け作業や普段入る
ことができない閉架書庫で本を探す作業を体
験。参加した男の子は「本がたくさんあって探
すのが難しかったです」と話していました。

　体力の増進や技術の向上、また学校間の交
流を図ろうと卓球やバスケットボール、サッ
カーなど合わせて9種目が行われました。野
球場では小山祐市長が「競技を通して人として
大きく成長してください」と激励。チームメイ
トや家族が見守る中、新チームになって最初
の公式戦で今の自分たちの力を試そうと精一
杯奮闘する姿が見られました。

サンライブ・図書館まつり
9月25日（日）サンライブ

　市内最高齢者と白寿の長寿をお祝いしよう
と小

おやま 
山祐

たすく
市長がお宅を訪問しました。今回訪

問したのは、本年7月に満105歳を迎えた莇
生町の山

やまざき
﨑まささんと本年度に満100歳を迎

える打越町の加
か と う

藤ヤチヨさん、三好町の太
お お た

田
鈴
す ず え

枝さんの3人。3人とも元気な様子で生い立
ちや日々の過ごし方を話したり写真撮影をし
たりと楽しいひとときを過ごしました。

第37回みよし市長杯争奪
中学校新人体育大会
9月25日（日）～10月2日（日）三好公園他

市内最高齢者・白
はくじゅ
寿訪問

9月22日（木）・26日（月）みよし市内

加藤さん加藤さん 太田さん太田さん

山﨑さん山﨑さん



広
報
ク
イ
ズ
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

池
い け の

野　天
た け る

翔くん
おめでとう！　姉兄とたく
さん遊び、たけるらしく成
長してね。　〔明知町〕

1 歳

東
とうかいりん

海林　樹
じ ゅ り

莉ちゃん
お誕生日おめでとう♡　毎
日可愛い笑顔で癒してくれ
てありがとう♪　〔東陣取山〕

2 歳

安
や す だ

田　橙
と う や

矢くん
生き物大好き元気いっぱい
橙矢君。沢山遊んで大きく
なあれ！　〔明知町〕

丹
に わ

羽　美
み と

都ちゃん

いつも笑顔いっぱい元気い
っぱいなみとちゃんが大好
きだよ～！　〔根浦町〕

1 歳

加
か と う

藤　未
み ま

茉ちゃん

2歳おめでとう！　元気いっ
ぱい、すくすく育ってね♡

〔園原〕

2 歳

橋
はしぐち

口　七
な な

菜ちゃん
3歳のお誕生日おめでとう
♥　笑顔いっぱいで元気に
育ってね！　〔根浦町〕

森
もり

　祐
ゆ う し

志くん
2歳おめでとう！　これか
らもたくさん笑って楽しい
思い出作ろうね。　〔黒笹〕

2 歳

安
や す だ

田　穂
ほ の か

果ちゃん

お喋り大好き甘えん坊穂果
ちゃん。沢山食べて大きく
なあれ！　〔明知町〕

3 歳

11月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

【応募方法】①答え（例：①）、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8日（火）必着
【10月号の正解】②（応募63通、 正解63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】みよし市内のおすすめのフォト
スポットを教えてください。

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
申込  11月11日（金）までに、❶住所、❷保護者氏名、❸電話番号、❹

お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺お子さんへのメッ
セージ（30字以内）、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。

メール

ひまわりネットワークで放
映中の市政情報番組「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

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

わりネット
ワークから
申込書を郵
送します。

市政ニュースをよく読んでね！ヒント

 問題今月の広報クイズは家庭ごみの出し方につい
ての問題です。家庭ごみは市指定のごみ袋に入れ
て、収集日当日の朝に地区のごみ集積場所へ出す
ことになっています。さて、朝何時までに出すこ
とになっているでしょうか。

3 歳

①朝7：30

②朝8：30

③朝9：30

3 歳
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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  N34-4379

家庭教育だより №27
はぐくみ

　本を読むことは、豊かな語
ご い

彙や読解力を育みます。この語彙や読解力は国語だけ
でなく、算数や英語などほかの全ての教科の内容を理解するのにも必要であり、学
力を上げるには欠かせないものです。本を好きになるキーワードから、親子で本に
親しみ、本を好きな気持ちを育んでいきましょう。

（参考：（公財）愛知県教育振興会　子とともに　ゆう＆ゆう2021年11月号）

【子どもたちの読書の実態】

　子どもたちは読書についてどう考え
ているのでしょうか。小学３年生と中
学1年生の約９割、小学５年生の約７
割が「好き」「どちらかといえば好き」と
答えていました。その主な理由は「親
が読んでくれた」「家族が読んでいた」
など小さい頃からの周りの環境が関係
していることが分かります。

ワクワクを大切に

親子で本を好きになる方法

0 20 40 60 80 100

【本を好きになるキーワード】

　子どもの興味や関心を大切にしましょう。世の中には子どもが
「おもしろい」「読みたい」と感じる本がきっとあるはずです。また
本を好きになるタイミングは人それぞれです。親が読ませたい本
ではなく、子どもの気持ちに寄り添い、本を選んであげましょう。

保護者の声

　漫画や図鑑、なんでも好きな本を読むといいと
思います。私があまり好まないジャンルでも子ど
もが説明してくれ、新しい発見ができ楽しいです。

いつでもそばに
　子どもが小さいうちは、読み聞かせが読書の入り口になるよう
です。またいつでも本が手に取れる環境づくりも大切です。読書
が特別なものではなく、ごく日常の身近なものになるような工夫
ができるとよいでしょう。

　文庫本や漫画、雑誌、絵本などそのときどきで
いろいろな本をリビングの手に届く場所に置いて
います。本棚にしまっていた時よりも、子どもた
ちが手に取って読んでいる気がします。

家族も一緒に
　本屋や図書館に行くだけでわくわくする子もいます。親子で本屋
や図書館へ出かける機会を増やすのもいいですね。そして親自身も
日頃から本に親しんでみてください。子どもと同じ本を読んで意見
を述べ合うのも楽しみの一つになるでしょう。

　夫婦共に本が好きで、子どもをよく図書館に連
れて行きます。親が読書を楽しむことが、子ども
が本に興味を持つきっかけになると思います。

好き

小学3年生80人

中学1年生83人

小学5年生76人

57 33 4 6

32 39 22 7

43 46 65

どちらかといえば好き どちらかといえば嫌い 嫌い

保護者の声

保護者の声

　保護者から読み聞かせをしてもらう、親子で一緒に本屋や図書館に出かけるなど、親子で
本に親しむ機会の数々は、子どもが本を好きになるきっかけとなるでしょう。子どものワク
ワクする気持ちを大切にして、たくさんの本に出会い親しんでいきましょう。　

0 10080604020 （％）
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
�開館水・木・土・日曜日�9：00～16：30
問合石川家住宅　☎・N32-3711

ホームページ

作 品 名� 圧
作 者 名　野

の の む ら
々村　一

かずお
男

受 賞� 2003年グランプリ�
設置箇所　カネヨシプレイス（旧サンアート）
制作意図　平和を祈る心

12月の講座 水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、または直接お申し込みください。

問合企画政策課��☎32-8005��N76-5021

　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。

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

3日（土） しめ縄を作ろう 9：30～10：30
11：00～12：00

新年を飾る伝統的なしめ縄をわらから作る。先着で
各10人

4日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可

10日（土） 布
ぬの
草
ぞう り
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

11日（日） 唐辛子のつるし飾りを作ろう 13：30～15：30 端
は ぎ
切れを使って唐辛子のつるし飾りを作る。先着で３
人

17日（土）
塗り絵を極めよう 10：00～12：00 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

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

18日（日） 折り紙でお正月飾りを作ろう 13：30～15：00 折り紙と水引きを使ってお正月飾りを作る。先着で３人

24日（土） 年末イベント「冬支度」 13：30～15：00 年末恒例大掃除。手ぬぐいを持参

毎週日曜日 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



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、15日（火）～20日（日）（特別整
理休館日）

問合中央図書館�サンライブ内�
������☎34-3111�N34-3114

ホームページ

ホームページ

　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。あなたの み よ し 百 景

教えて！

おすすめ図書

　　　　　　　　�　　　　　渡
わたなべ
邉義

よしひろ
浩（監修）／作

　　　　　�　昭文社　請求記号222.0／シ

地図でスッと頭に入る中国戦国時代

　中国戦国時代。「戦国の七
しちゆう
雄」と呼ばれる七

つの強国が覇を競い、秦
しん
によって統一される

までの約180年間。戦乱の続くなか、数多の
名君、暗君、英雄、思想家を輩出した時代の
流れを、地図とイラストで解き明かします。

一般図書

ねぇ、きいてみて！　
みんな、それぞれちがうから

ソニア・ソトマイヨール／文　すぎもとえみ／訳
ラファエル・ロペス／絵

汐文社　請求記号E／ロヘ

　ぜんそくの子、足の悪い子、目の見えな
い子、アレルギーがある子、ダウン症の子、
じっとしているとイライラしてしまうADHD、
読み書きが不得意な学習障害の子、…困難

絵本

図書館読書啓発事業 

日時 ���12月3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オンライン配信

対象 �小学5年生以上
定員 �①先着で60人、②先着で100人　
費用 �無料
講師 �絵本作家で詩人、翻訳家の石

いしづ
津ちひろ

さん
申込 �①11月8日（火）以降にサンライブ2階
総合案内へ電話、または直接、②11
月12日（土）以降にホームページから

※新型コロナウイルス感染状況によりオン
ライン配信のみになる場合があります。

読書講演会

杁
いりのおくいけ

ノ奥池
　四季の変化やその日の天候によってさ
まざまな表情を見ることができる福谷町
にある杁ノ奥池。風が穏やかな日には空
や木々が、水面に鏡のように映し出され
た神秘的な光景を目にすることができる
かもしれません。これから迎える紅葉時
季はまさに絶景です。

を抱えているけれど、違った力も持っている子どもたち。「お互いを
認め、助け合っていけたら世界は楽しく豊かになっていく」そんな思
いがこもった絵本です。

　上から読んでも下から読んでも同じにな
る「回文」や絵本、詩を通して言葉遊びを楽
しみ、言葉の魅力に触れましょう。

ことばの愉しみ、絵本の楽しみ
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図書館だより

見てよし！
みよしの景観

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
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
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※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。

12月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969
{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

Exame Infantil de Saúde - Curso

▲

乳幼児健診・教室

教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み 備　考
すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
12月14日（水） 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食・事故防止・

口腔ケアの話 10人 12月7日（水）まで

時間は予
約時にご
案内しま
す。

歯 科 健 診
Exame odontológico 12月14日（水） 就学前までの子 歯科医師の診察、フッ化物

歯面塗布（希望児） 20人 12月7日（水）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
12月19日（月） 令和3（2021）年11

月生まれの子
身体計測、むし歯予防の話、
ブラッシング指導 16人 12月12日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
令和5（2023）年
1月10日（火）

令和2（2020）年11
月・12月生まれの子

身体計測、生活習慣の話、ブ
ラッシング指導 12人 令和5（2023）年1月

4日（水）まで
さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

12月22日（木）
受付 9：50～
10：00

多胎妊婦、多胎児
（未就園児）とその
保護者

身体計測、多胎児を育ててい
る母親や妊婦さん同士の交
流、相談、情報交換の場所

12組 12月15日（木）まで

健診名 日　程 備　考
3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

12月13日（火）

● 健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届かなかった人はご連絡くだ
さい。

● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただ
し、指定日前への変更はできません。

● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。

12月27日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

12月8日（木）
12月22日（木）

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

12月7日（水）
12月21日（水）

相談名 日　時 定員 申し込み 備　考
月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

12月5日・12日・19日・26
日の月曜日
受付 9：00～15：00

29人

要予約。保
健センター
まで電話

身体計測、発達、食事、歯の健康などの育児
相談

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
12月20日（火）  
受付 9：30～11：00 14人 おかよし交流センターにて保健師・歯科衛生

士・管理栄養士・助産師が相談に応じます
母 乳 育 児 相 談

Consulta sobre cuidados com a 
criança O leite de mamãe

12月26日（月）
受付 9：00～11：00 3人 助産師が相談に応じます。予約の際に相談内

容についてお聞かせください
発 達 育 児 相 談

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

12月5日（月） 
受付 9：00～14：00 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

Consultas sobre Criação de 
Filhos e Saúde

▲

育児・健康相談 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。

▲

妊　婦 Gestante

教室名など 日　時 対　象 内容 持ち物 定員 申し込み

母子健康手帳交付
Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil

閉所日を除く
火・水・木曜日
受付
9：00～11：00
※要予約

妊婦
母子健康手帳、妊産
婦乳児健康診査受診
票の交付・説明

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。

各日8人
交付希望日の
前日までに電
話またはメー
ル

パ
パ
マ
マ
教
室

前期（マタニティ）
コース
1ªsessão（maternidade）

令和５（2023）年
1月13日（金）
10：00～11：30

妊娠16～25週の妊
婦とその夫（妊婦・
夫のみでも可）

妊娠中の生活、母乳
育児と栄養、歯の健
康

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具

抽選で
15組

12月15日
（木）まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

12月10日（土）
9：00～10：30、
10：30～12：00

妊娠26週以降の妊
婦とその夫（妊婦・
夫のみでも可）

赤ちゃんのお世話体
験（着替え、オムツ替
え、抱っこなど）、沐
浴指導

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具、バスタオル

抽選で
各5組

11月15日
（火）まで



救急医療施設の連絡先
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■12月の休日救急外科（昼間当直…受付9：00～16：30）■休日・夜間の救急医療施設
※電話で確認してからお越しください。
●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300

●豊田地域医療センター
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-34-3000

①内科・外科（翌朝8：30まで）
　平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
　日・祝・年末年始17：00～
②歯科　日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科　土曜日のみ19：00～翌朝8：30

●休日救急内科診療所
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

内科・小児科　 日・祝・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）

時間は受付時間

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

ホームページ

　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4(2022)年度「みよし
市健康診査受診券」は3月中旬に発送しました。受診を希
望する人で、受診券がお手元にない人は、健康推進課（保
健センター内）にお問い合わせください。年齢は、本年度
末（令和5(2023)年3月31日現在）の年齢です。医療機関

検診名 日　時 対　象 費　用

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer do útero

11月24日（木）、12月1日（木）
受付8：50～11：10

（全ての実施日の予約が可能）

20歳以上で本年度偶数歳になる女性、
または無料クーポン券対象年齢の女性

800円（無料クーポン
券対象の人は無料）

乳がん検診（乳房超音波）
Exame de câncer de mama 

（Ultrassonografia Mamária）
30歳代で本年度偶数歳になる女性 1,200円

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

（mamografia Raio X）

40歳以上で本年度偶数歳になる女性、
または無料クーポン券対象年齢の女性

1,200円（無料クーポ
ン券対象の人は無料）

◆集団方式（保健センター）

で検診を行う医療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。対象者や対象の検診など詳しくはホームペ
ージをご覧ください。
※自覚症状のある人は、検診ではなく早めに
医療機関を受診してください。

�(一社)半田市医師会健康管理センター「がん検診予約係」（☎0569-27-7890）へ電話
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。

＜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。

＜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。

予約

4日（日） 三九朗病院
豊田市小坂町7-80 ☎0565-32-0282

11日（日）
きたまちクリニック
豊田市喜多町3-80　クラウ
ンハイツ2F

☎0565-37-0618

18日（日）つかさ整形外科
豊田市司町5-12 ☎0565-37-3322

25日（日）細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

30日
（年末）

さくら病院
豊田市豊栄町11-131 ☎0565-28-3691

31日
（年末）

山元整形外科皮膚科
豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

　poly（＝複数）とpharmacy（＝調剤（薬局））という言葉
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。

「ポリファーマシー」ってご存じですか？
●お薬手帳を活用しましょう
　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
帳が複数に分かれてしまっている人は1冊にまとめましょ
う。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。

●ポリファーマシーとは
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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。
■�市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。
■�みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

お知らせ
特設税務相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　一般社団法人FPみよしネットワー
ク協会会員の税理士と行政書士に、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
税に関しての悩みや困りごとなど

日時 �12月2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 �先着で6人　費用 �無料
申込 �11月14日(月)～28日(月)に市民
課へ電話、または直接　

みよし未来塾の参加者と
学習支援員の募集
教育行政課
☎32-8028  N34-4379

【参加者】
内容 �持参したテキストなどの自主学習
※必要に応じて学習支援員からアドバ
イスを受けることができます。
日時 �12月27日（火）、令和5（2023）年
1月5日（木）・6日（金）13：30～16：
00

場所 �①市民活動センター1階多目的室、
②おかよし交流センター会議室

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（水）
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
へ郵送、または直接

【学習支援員】
内容 �中学生・高校生への学習支援
日時 �12月27日（火）、令和5（2023）年1
月5日（木）・6日（金）13：15～16：15

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）
申込 �11月30日（水）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、教育行政課へ直接

個人事業税第２期分の
納付
愛知県豊田加茂県税事務所 
☎0565-32-7482
　個人事業税の第2期分の納期限は11
月30日（水）です。第2期分の納付書は
8月に送付した納税通知書に同封して
います。納期限までに納付してくださ
い。なお納付書を紛失した人は豊田加
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。

税を考える週間
豊田税務署　
☎0565-35-7777
　毎年11月11日から17日までは税を考
える週間です。「これからの社会に向か
って」をテーマに次のとおり実施しま
す。詳しくは国税庁ホームページをご
覧ください。
●�国税庁ホームページ内の特設ページ
で各種取り組みを紹介
●�YouTube、国税庁インターネット番
組「Web-TAX-TV」の新着情報などの
各種情報をTwitter（@NTA_Japan)
　において発信

【税を考える週間作品展示】
　市内の小学生から応募いただいた、
税を考える週間に関する習字やポスタ
ーのうち、各小学校から選出された作
品を展示します。
期間 �11月2日（水）～29日（火）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

※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

　豊田警察署管内では、自転車盗難の被害が激増しています
（前年同期比52件増）。特に共同住宅や店舗、事業所の駐輪
場での被害が多発しています。被害に遭った自転車のおよそ
63.3％が無施錠でした。短時間の駐輪であっても必ずカギを

自転車盗難に注意‼

ホームページ

ホームページ

ホームページ

　お住まいの地域で発生した犯罪情報などをタイム
リーに配信しています。その他にも緊急に注意が必
要な事件の発生情報をいち早く知ることができます。

スマートフォン用アプリ「アイチポリス」

かけ、ワイヤー錠などでツーロックするなど対策をしましょう。
※豊田警察署管内令和4（2022）年8月末現在（暫定値）

Android ios



25

秋の火災予防運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702

　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
語は「お出かけは　マスク戸締り　火の
用心」です。火災の原因のほとんどは不
注意によるものです。大切な命や財産
を守るため、火の元には十分注意しま
しょう。現在、全ての一般住宅に住宅
用火災警報器の設置が義務化されてい
ますので、設置をお願いします。また
消防署員をかたるなどの悪質訪問販売
などに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
●�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
う

豊田税務署からの
お知らせ
豊田税務署　
☎0565-35-7777　音声案内番号：２

【確定申告】　
　確定申告には、ご自宅などからパソ
コン・スマートフォンでご利用いただ
けるe-Taxが便利です。e-Tax�をご利用
いただくには、マイナンバーカードが必
要です。この機会にマイナンバーカー
ドの取得をご検討ください。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点からも、より安心・安全なご自宅など
からのe-Tax�をぜひご利用ください。

【年末調整説明会などの開催中止】
　年末調整に関する各種情報について
は国税庁ホームページをご覧ください。

愛知県最低賃金の改定
豊田労働基準監督署　
☎0565-35-2323
　愛知県最低賃金が、令和4（2022）年
10月1日から時間額986円(従来955円)
に改定されました。愛知県内の事業所
で働く全ての労働者(常用・臨時・派遣・
パートアルバイトなど)に適用されま
す。使用者は適用される最低賃金以上
の賃金を、労働者に支払わなければな

りません。賃金が時間給以外で定めら
れている場合(月給・日給など)、賃金を
1時間当たりの金額に換算して時間額
986円と比較します。

第50回人権を理解する
作品コンクール
名古屋法務局豊田支局  
☎0565-32-0006  
内容 �いじめ、児童虐待、障がいのある
人、インターネットにおける人権
侵害などの人権に関するポスタ
ー・書道・標語作品（作品は個人に
よるもので、自作かつ未発表のも
のに限る）

対象 �県内在学の小・中学生（外国人学
校、特別支援学校などを含む）

応募 �12月9日（金）までに在学する学校
へ提出

※詳細は名古屋法務局ホームページを
ご覧ください。

裁判員候補者名簿記載通知
名古屋地方裁判所岡崎支部
裁判員係
☎0564-51-8428
　令和5（2023）年の裁判員候補者名
簿に登録された人（令和4（2022）年9
月時点で18歳以上）に、11月中旬に
名簿記載通知を送付します。この通知
は、令和5（2023）年2月頃から約1年
間裁判所にお越しいただき、裁判員に
選ばれる可能性を事前にお伝えするも
のです。裁判員制度は皆さんのご協力
なしには成り立たない制度ですので、
ご理解とご協力をお願いします。

ホームページ

Contact: kaskasuperkickers@gmail.com
070-4199-6332 (16:30-)

(日日本本語語・・Português・・English)

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
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
☎052-952-8111（内線1831） 
　DVやセクハラ、ストーカー行為な
ど女性に関する人権問題を解決するた
め、法務局職員および人権擁護委員が
相談に応じます。
日時 �11月18日（金）～24日（木）8：30～
19：00（19日（土）・20日（日）・23日
（祝）は10：00～17：00）

窓口 �女性の人権ホットライン（☎0570
　　-070-810）

臨時特別給付金の申請について
福祉課  ☎76-5190  N34-3388
　住民税非課税世帯などに対する臨時
特別給付金の受け付け期限は令和4（20
22）年11月30日（水）です。申請をされ
ていない人は期限までに申請いたただ
くか、福祉課までご相談ください。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
エプソン純正プリンタインク70L（黒・ラ
イトシアン・シアン）、黒笹小学校体育
館シューズ（24.5cm）・上履き（22.5cm）、
キャットゲージ

【譲ってください】
家庭用コピー機、素焼き鉢（底の直径
16cm×高さ12cm以上）、芝刈り機

【交渉の流れ】

　希望者は11月7日（月）以降に環境課
へ電話連絡後、登録者と直接交渉し、
結果を環境課へ連絡

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間
要件無料で譲渡でき、住所や電話番号
　　などを希望者に教えられる人
申込 �品名とその詳細情報（品質状態、
購入年月日など）を明らかにして、
環境課へ電話、または直接

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　
☎32-8046　N76-5702
期間 �令和5（2023）年1月1日（祝）～4月
10日（月）の100日間

対象 �みよし市・豊田市に在住・在勤・在
学で次のいずれかを満たす人

①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム（年齢の基準は令和4
（2022）年1月1日）、③一般の部…2
～5人チーム、④個人の部…1人参加
（年齢は問わない）
※各部門の代表者は自動車運転免許を
所持し日常車両を運転している必要が
あります。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �次のいずれかの方法
●�愛知県交通安全協会豊田支部ホーム
ページの応募フォームから

●�12月28日（水）までに申込書に必要
事項を記入し、防災安全課もしくは

交通安全協会豊田支部へ直接、また
は「無事故・無違反チャレンジ100
日間」実行委員会へ郵送（〒471-
0877　豊田市錦

にしき
町1-59-1）

※申込書は防災安全課、交通安全協会
豊田支部（豊田警察署内）、足助支部（足
助警察署内）、サンネット、サンライ
ブ、保健センター、総合体育館、市民
病院、子育て総合支援センター、緑と
花のセンター、歴史民俗資料館、各行
政区事務所で配布します。
他 ���①・②・③特賞10万円（3チーム）、
　　1等5万円（6チーム）、2等3万円（
　　23チーム）、④金賞3万円（1人）、
　　銀賞1万円（18人）

催し・講座
みよしのやきもの文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　みよしのやきものに関する史跡、文
化財を巡るバスツアーを開催します。
内容��黒笹90号窯跡、黒笹27号窯跡、
愛知県陶磁美術館の見学

日時�12月3日（土）8：45～12：00
対象 �どなたでも可　定員 �先着で20人
費用 �一般950円、高校・大学生750円
（入館料および傷害保険料）、中
学生以下50円（傷害保険料のみ）

申込 �11月8日（火）～23日（祝）（月曜日
を除く）9：00～16：30に住所、氏
名、年齢、電話番号を明らかにし、
資料館へ電話、ファクス、メール、
または直接

※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。

  11  火
日

   1
  11

2022

　　有料広告

 続・遺言 無料セミナー （先着予約制 特典付き）

「知っておこう！生前対策と遺産 続」

  /29（火） 場所：みよしサンライブ ２F 多目的室
受付 3時45分～/講演 4～ 5時/ 談会 5～ 6時

 容  からでも間に合う生前対策と遺産相続における注意点

 続手続き

不動産処分

預貯金解約

遺言書作成
0 20-547-053
9時～20時受付 三好イオン徒歩3分

ご予約・お問い合わせはこちら

 続の花笑み 豊田みよし店
初回無料 談実施中

応募フォーム
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30～）
場所�カネヨシプレイス（旧サンアート）
小ホール

費用無料（入場整理券が必要）
※入場整理券の配布は11月10日（木）
から市民課、サンネット、サンライブ、
カネヨシプレイスの窓口で配布（1人5
枚まで）します。詳細は市民課または
ホームページでご確認ください。
他 �行政に関する意見や仕組み、手続
きについて相談できる行政相談所
を開設

みよし市議会報告会・市民との
意見交換会
議事課  ☎32-8031��N34-4549
{gijika@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　議会から市政へ政策を提言し、より
よいまちづくりを進めるために、皆さ
んのご意見をお聞かせください。
内容 �第1部…議会活動報告、第2部…
「わたしの取り組むSDGs（エコラ
イフ）」をテーマに市民との意見交
換会

日時 �11月19日（土）13：30～16：00
場所 �市役所3階食堂・福利厚生室
講師 ��法政大学教授の土

つちやま

山希
き み え

美枝さん
対象 �どなたでも可
定員 �先着で50人　費用 �無料　
申込 �11月11日（金）までに住所、氏名、
連絡先を明らかにして議事課へ電
話、ファクス、メールまたは直接

第24回市民合唱交流会
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　市内で活動している合唱団が日頃の
練習の成果を発表します。合唱団の美
しい歌声をぜひお聴きください。
日時 ��11月27日(日)12：20～14：30
（12：00開場）

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）
大ホール

出演 ��みよし少年少女合唱団、コール・
こすもす、ヴォーチェ、黒笹小学
校合唱部、三好女声コーラス、北

小中学生夢の作品展
学校教育課　☎32-8026　N34-4379

　「創り出そう　未来へひろがる　み
んなの夢」をテーマに、市内小中学校
の児童生徒全員の作品展を開催しま
す。夢と創造性にあふれる作品の数々
をぜひご覧ください。
日時 ��11月19日(土)・20日(日)9：00～
17：00

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）

母子家庭など
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコンや調剤薬局事務などの講習
会を実施します。詳しくは愛知県母子・
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 �10月31日（月）～11月21日（月）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

人権啓発映写会「心の傷を癒す
ということ　劇場版」
市民課　
☎32-8012��N32-8048
　人権意識の普及高揚を目的に、柄

えもと
本

佑
たすく
さん、尾

お の
野真

ま ち こ
千子さん、森

もりやま
山直

なおたろう
太朗

さん出演の映画を上映します。阪神・
淡路大震災時、被災者の心のケアに取
り組み続けた精神科医が心の傷に苦し
む人たちに寄り添っていく姿を描いた
作品です。
日時�12月10日(土)10：00～（開場は9：

ホームページ

ホームページ

　　�部小学校合唱部、みよし子ども音
楽セミナー、コール三好丘（出演
順）

費用 �無料

「元気・やる気経営者
づくり」講座
産業課  
☎32-8015��N34-4189
　経営のプロコン（プロフェッショナル
コンサルタント）による、「元気・やる気
経営者づくり」と題して無料セミナーを
開催します。経営者の心構えや取り組
みを、独自の切り口でお伝えします。
日時 �11月25日（金）第１部13：30～15：
00、第２部15：30～17：00（両部
の受講可）

場所 �市役所3階研修室1
講師 ��中小企業診断士の加

か と う

藤實
みのる

さんと嶺
みね

木
き

浩
こうぞう

三さん
対象 �市内に事業所を構える経営者
定員 �先着で30人　費用 �無料　
申込 �11月1日（火）～22日（火）に申込書
（産業課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記入
し、産業課へファクスまたは直接

親子でお金の大切さを
学び、おこづかい帳の
使い方を知ろう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　実際におこづかい帳を付けたり貯金
箱を作成したりして、おこづかいのや
りくりについて親子で楽しく学ぶこと
ができます。
日時 �11月26日（土）13：00～15：00
場所 �市役所3階研修室1
講師 ��愛知県金融広報委員会の𠮷

よしかわ

川由
ゆ か

香
さん

対象 �小学3～6年生とその保護者
定員 �先着で15組（30人程度）
費用 �無料　
申込 �11月1日（火）～22日（火）に申込書
（産業課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記入
し、産業課へファクスまたは直接

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
公募第27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。
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

日時 ��12月6日(火)～11日(日)10：00
～17：00（最終日は15：00まで）

場所 ��カネヨシプレイス（旧サンアート）
レセプションホール・研修室

ロビーコンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232
日時 �11月24日（木）19：00開演
場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①チャーリー早

はやかわ

川、②アンサンブ
ル葵

き ぼ う

豊、③W
ウ ィ ズ

ith
費用 �無料

石川家住宅出張コンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232

　石川家住宅で�カネヨシプレイスの出
張コンサートを行います。紅葉がきれ
いな庭のある古民家で、フルートの生
演奏をお楽しみください。
日時 �11月20日（日）13：30開演
場所 �石川家住宅奥座敷　

出演 �とりあえずカルテット
対象 �どなたでも可
定員 �30人程度　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
日時 ��11月19日(土)9：00～11：30（小
雨開催）

場所 ��イオン三好店駐車場

一般向け就職支援セミナー
ジョブサポートみよし　
ふれあい交流館内
☎33-1860　N32-8222
　人間関係をどうしたら良くできるか。
うまくいかない人間関係を修復するコ
ツを心理学の観点から学びませんか。
日時 ��12月6日（火）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 ��人材育成コンサルタントの廣

ひ ろ た

田智
とも

子
こ

さん
対象 ��就職活動中の人（年齢不問）
定員先着で10人　費用無料
申込 ��11月1日（火）～30日（水）の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

ウィンター�フェスティバル
デンパーク　
☎0566-92-7111
　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。高さ8mのツリ
ーを中心にさまざまなクリスマスツリ
ーがデンマークの街並みにディスプレ
イされます。デンパークは恋人の聖地
にも認定されており、デートにもぴっ
たりです。ぜひお越しください。
日時 �11月26日（土）～令和5（2023）年
1月16日（月）（ナイター営業あり）

※詳しい営業時間についてはデンパー
クのホームページをご覧ください。
※休園日は、毎週火曜日（12月27日、

1月3日は除く）、12月31日（土）～1月
1日（祝）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

豊田市コンサートホール・
能楽堂の催し　　　　　
豊田市コンサートホール・
能楽堂　☎ 0565-35-8200

【特別講演】
内容 ��大

おおつぼ
坪喜

き み お
美雄ほかによる能「求

もとめづか
塚」（宝

ほう

生
しょうりゅう
流）、　野

のむら
村又

またさぶろう
三郎ほかによる狂

きょう

言
げん
「茶
ちゃつぼ
壷」（和

いずみりゅう
泉流）　

日時 �11月5日（土）14：00開演
費用 ��全席指定正面席6,000円、脇・中
　　正面席4,000円（脇・中正面席は25
　　歳以下半額、未就学児入場不可）

【ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリ
ン・リサイタル】
内容 �ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソ
ナタ第4番�イ短調�op.23、武

たけ
満
みつとおる
徹

／妖精の距離ほか
日時 �11月19日（土）15：00開演
出演 ��ヴィクトリア・ムローヴァ（ヴァイ
オリン）、アラスデア・ビートソン
（フォルテピアノ、ピアノ）

費用 �全席指定S席6,000円、A席5,000
円、B席4,000円（A・B席は25歳以
下半額、未就学児入場不可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール・能楽堂（豊
田市西

にし
町
まち
1-200 豊田参合館8階）

申込申し込みフォームから

T
ト ヨ タ
OYOTA G

ガ ズ ー
AZOO R

レ ー シ ン グ
acing

ラリーチャレンジ　in豊田
豊田市生涯活躍部
ラリーまちづくり推進課　
☎0565-34-6950  N0565-34-6681
内容 �ラリーカーのデモ走行や展示、飲
食ブースの出店（予定）。デモ走行
の観覧や一部の特別エリアでの観
戦（要チケット）のほか、無料観戦
エリア有り

日時 �11月20日(日)9：00～17：00（予定）
場所 �豊田スタジアム（豊田市千

せんごく
石町7-2）

周辺ほか

※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

申し込み
フォーム
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おかざきクルまつり2022
岡崎市社会文化部スポーツ振興課　
☎0564-23-6597  N0564-23-7182

　ラリー競技の世界最高峰WRC（世界
ラリー選手権）の日本ラウンド「フォ―
ラムエイト・ラリージャパン2022」の
開催に合わせ、パブリックビューイン
グ、デモラン、ラリーカー展示など岡
崎で「クルマ」を楽しめるイベントを開
催します。
日時 �11月12日（土）・13日(日)（「フォ―
ラムエイト・ラリージャパン2022」
は12日のみ）

場所 �乙
おとがわ
川河川敷、籠

か ご だ
田公園、桜

さくらのしろばし
城橋

ほか

スキルアップ講座
愛知県立岡崎高等技術専門校
訓練課　☎0564-51-0775
　「知っておきたい‼　ビジネスコミ
ュニケーション」と題してロールプレ
イを交えて自己のコミュニケーション
スキルを確認しつつ、ビジネスで喜ば
れるより良い表現を身につけます。
日時 ��12月7日(水)9：30～16：50、8
日（木）9：30～16：00の2日間

場所 ��岡崎高等技術専門校（岡崎市美
み あ い

合
町平

ひらばた

端24）
定員 �抽選で10人　費用 �1,820円
申込 �11月28日（月）までにホームページ
から

※詳細はホームページをご覧ください。

創業支援セミナー
愛知県信用保証協会
☎052-454-0520  
　「自分のお店を開きたい」「会社を経
営したい」そんな夢あふれる人の創業

を応援します。創業への一歩を踏み出
してみませんか。
内容 �創業の基礎知識やビジネスプラン
の立て方、創業体験談、制度紹介

日時 �12月3日（土）13：00～16：30
場所 �東郷町民会館2階大会議室（東郷町
春
は る き

木北
き た ん だ

反田14）
対象 �創業を予定している人、創業して
間もない人

定員 �先着で30人　費用 �無料
申込 ���11月1日（火）～12月1日（木）に申
し込みフォームへ必要事項を入力��������

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

【やってみよう！　ちっちゃなコンピュ
ータでプログラミング！】
日時 ��令和5（2023）年1月6日(金)午前の
部9：30～12：30、午後の部13：30
～16：30

場所 ��豊田工業高等専門学校（豊田市栄
えい

生
せい

町2-1）
対象 �小学4年生～中学2年生
定員 �抽選で各15人　費用 �無料　
申込 �11月30日（水）までに申込用紙（豊田
工業高等専門学校総務課で配布、
ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入の上、豊田工業
高等専門学校総務課へ郵送（〒
471-8525）、ファクス、またはメ
ール

健康・福祉
社会を明るくする運動
啓発書（毛筆）掲示
福祉課　☎32-8010　N34-3388
　「社会を明るくする運動～犯罪や非行
を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラ～」は、犯罪や非行の防止と罪を犯
した人たちの更生について理解を深め
る運動です。
　令和4（2022）年7月に応募いただい

た啓発書の入賞作品をイオン三好店に
掲示します。ぜひご覧ください。
期間 �12月1日（木）～23日（金）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

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

　ヘルスパートナーと市内の史跡を歩
きながらみよしの魅力を発見し、楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �約3.7㎞の史跡巡りコース（福谷町）
を約1時間20分かけて歩く

日時 �12月2日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �福谷ハピネスホール（福谷区民会
館）に集合

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

※当日は体温測定をしてからお越しく
ださい。
申込 �不要。集合場所へ直接

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 �11月25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

申し込み
フォーム

ホームページ

ホームページ
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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。

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

11月8日（火）・18日（金）
・28日（月）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
（要予約。連絡は問
い合わせ先へ）

脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

11月24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
や保健師などによる相談

11月10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 詳細は下記参照 11月22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

11月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる通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。

認知症カフェオレンジ茶房「オカリナとギターによる演奏会」
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �11月22日（火）10：00～11：00　
場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　出演 �A

ア ミ
MI　対象 �どなたでも可　

費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　オカリナとギターで演奏される歌謡曲や
童謡を聞き、口ずさみながらゆったりした
時間を過ごしませんか。

子育て
民間放課後児童クラブ
利用受け付け
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　空き状況や利用料、申し込み方法な
ど、詳しくは直接、各民間放課後児童
クラブへお問い合わせください。

【対象児童クラブ】
●キッズクラブ・クックバラ（ベル三好
　幼稚園）／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）／三好丘1-11-5　☎
36-3131
●�エジソンハウス（桃山幼稚園）／西陣
取山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が別
途必要な場合があります）。

市民病院コーナー
市民病院内　内科 　
☎33-3300　N33-3308

　人は一日に６万回も頭の中で自分と会話してい
ると言われます。朝起きてから寝るまで自動的に
何かを考えて自問自答しています。そして何か考
えが浮かぶと脳幹にある脳

のうかんもうようたいふかつ

幹網様体賦活系
けい

（R
アールエーエス

AS）
と呼ばれる領域で思考を取捨選択するので、良い

ことを考えていると次々と良いことが浮かんできて、行動もそれに伴い
ますが、悪いことを考えるとその反対になってしまいます。これはよく
考えてみると結局、自分の周囲で起きている出来事の全ては自分の思考
の投影ということになり、今見えているこの世界は、実は自分が考え続
けてきたことの結果と言えます。
　いつも感謝の気持ちをもって、全ての人と楽しく接し、あらゆる人の
中に良いものを探し続けることが幸せへの近道になります。本当の自分
は何をしたいかをいつも意識し、過去の思い込みや未来の不安は手放し
て、今の状況を五感（視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）で感じて、感謝す
ることが大切です。人生の目的はいろいろやるべきことを全てやりと
げることではなく、その一つずつを楽しみながら、愛情ある暮らしを送
り、幸せを感じることだと思います。一緒に一つ一つを楽しんでいきま
しょう。

濱
は ま だ

田広
ひろゆき

幸医師

思考と幸せ

健康・福祉
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　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5（2023）年4月から利用を
希望する児童の受け付けを行います。

期間 �令和5（2023）年4月1日（土）～令和6（2024）
年3月31日（日）の下校後～19：00（長期学校
休業期間などは7：30～19：00）

休業 �土･日曜日、令和5（2023）年5月3日（祝）～5
日（祝）、8月13日（日）～15日（火）、12月29
日（金）～令和6（2024）年1月4日（木）

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（ホーム
ページからダウンロード可、会社印押印不要）
などを添えて11月22日（火）までに各児童ク
ラブもしくは子育て支援課へ直接

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 住所 定員

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

南部児童クラブ 南部小学校 明知町上細口27 80人

天王児童クラブ 天王児童クラブ 三好町天王51-48 80人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 三好町半野木1-27 80人

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

※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22日（火）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みなし、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5（2023）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。

公立放課後児童クラブ

令和5（2023）年度
放課後児童クラブ利用受け付け

ホームページ

児童厚生員の募集
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　児童館で働きませんか。
勤務 �9：45～17：15の間で3時間15分
（週5日）

期間 �令和5（2023）年3月31日まで（翌

　　年度の任用あり）
場所 �西一色・福田・明知上・明知下・福谷・
高嶺児童館

内容 �①児童の遊びの見守り、②手作り
工作の企画・実施、③児童館の日
常点検

賃金 ��1時間当たり987円～1,046円（職
　　歴などにより算定）

対象 �どなたでも可　
定員 �各館1人　
選考 �簡易な面接
申込 �みよし市会計年度任用職員登録申
込書（子育て支援課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、子育て支援課
へ直接

ホームページ
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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。

対象 �0歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �11月16日（水）～23日（祝）（日・月
曜日を除く）9：00～16：00に子育
て総合支援センターへ電話、また
は直接

【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
い身近な事故やけがの応急処置に

ついての話
日時 �12月8日（木）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
対象 �0歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
申込 �11月24日（木）～12月1日（木）（日・
月曜日を除く）9：00～16：00に子
育て総合支援センターへ電話、ま
たは直接

子育て
児童虐待防止推進月間
子育て支援課
☎32-8034   N34-4379
　児童虐待防止法が施行された11月
は児童虐待防止推進月間です。もし虐
待を受けている、または虐待を受けて
いる可能性があると思われる家庭や児
童を見つけたら、下記連絡先へご相談
ください。

【連絡先】
●子育て支援課（平日8：30～17：15）
●�子ども相談専用電話（子育て支援課）

☎32-0910（平日8：30～17：00）
●�豊田加茂児童・障害者相談センター

☎0565-33-2211（平日8：45～17：30）
●�児童相談所虐待対応ダイヤル☎1

いちはやく

89
（24時間年中無休）

ベビービクス
三好丘地区子育て支援センター
みどり保育園内 
☎36-0785   N36-5675
日時  11月24日（木）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  5～12カ月の乳児とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  11月10日（木）～17日（木）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

育児講座
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501

【人形劇】
日時 �11月30日（水）10：30～11：10
場所 �サンライブ2階軽運動室
出演 �人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」

競技名 会場 開催日

陸上 三好公園陸上競技場 11月5日（土）

バレーボール（男子） 総合体育館アリーナ 11月6日（日）

ゲートボール ゲートボール・グラウンドゴ
ルフ場「サンパワー」 11月11日（金）

軟式野球 三好公園野球場

11月13日（日）

弓道 三好公園弓道場

バレーボール（女子） 総合体育館アリーナ

ソフトテニス 三好公園テニスコート

少林寺拳法 総合体育館剣道場

空手 黒笹小学校

インディアカ 総合体育館アリーナ

卓球 総合体育館アリーナ・卓球場 11月19日（土）

バドミントン 総合体育館アリーナ 11月20日（日）

バスケットボール
中部小学校・南中学校 11月27日（日）

総合体育館アリーナ 12月4日（日）

【開催日程】

※硬式テニス、剣道、ソフトボール、グラウンド・ゴルフは開催済みです。

第33回みよし市スポーツ協会総合スポーツ大会　
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。

スポーツ
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　　有料広告

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
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

内容  男女別16ホールのストロークマッ
チプレー（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18日（金）8：00（受け付けは8
：00～、予備日は11月30日（水））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住・在勤　
費用 �300円（当日集金）
申込 �11月5日（土）までに行政区、住
所、氏名、生年月日、電話番号を
記入し、グラウンド・ゴルフ協会
事務局へファクス、またははがき
（〒470-0214�明知町砲録山2-262�
小栗方�グラウンド・ゴルフ協会事務
局宛）

三好さんさん
フェスティバル2022
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
内容 �ウォークラリー、ダンス発表、ビ
ンゴ大会

日時 �12月4日（日）9：00～12：00（受け付
けは9：00～9：30）

場所 �南部小学校周辺、南部地区コミュ
ニティ広場（明越会館前芝生広場
に集合）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �11月24日（木）までの火・木曜日9：
00～15：00または水・金・土曜日
9：00～12：00に氏名（ふりがな）、
年齢、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

【雨天スケジュール】
内容 �ダンス発表、ビンゴ大会
日時 �12月4日（日）9：30～12：00（受け
付けは9：30～10：00）

場所 �南部小学校体育館
※雨天スケジュールに変更する場合は
7：00までにホームページでお知らせ
します。

採　用
令和5（2023）年度社会
福祉協議会正職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
対象 �昭和39（1964）年4月2日以降に
生まれた人で、普通運転免許を持
っていて、相談支援専門員の資格
を有する、または本年度中に資格
を取得見込みの人

定員 �1人　採用 �令和5（2023）年4月1日
申込 �11月30日（水）までに試験申込書
（ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、社会福
祉協議会へ直接

※詳細はホームページをご覧ください。

伝言板
週末型ゆる森「たき火っ
てあったかいよ」
　親子で自然の中で思いっき
り遊んだりたき火を体験したりしませ
んか。
日時 �11月26日（土）10：30～12：30
場所 �洲原公園（刈谷市井

い が や
ヶ谷町洲

すはら
原4-1）

対象 �未就学児とその保護者（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（{2021tentou

������mushi@gmail.com）

O
オ ハ ナ
HANA健康講座「薬に頼らない

免疫力向上セミナー」
　人間はどんな病気にも打ち勝つ力を
備えて生まれてきます。本来あるべき
免疫力を取り戻すために必要なことを
勉強しましょう。
日時 �11月13日（日）17：00～18：30
場所 �OHANA�C

カ フ ェ
afe（三好町平池95-1）

講師 �極上L
ライフ
IFEサポーターの立

たちばな
花侑

ゆ き
季さん

定員 �先着で30人
費用  1,000円（ワンドリンク付き）
対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに氏名、参加人数を記入
してOHANA～心と体の健康の会
～の小

お の だ
野田晃

こ う た
太さんへファクス（

　　N33-5381）、またはメール（{
     health.ohana2022@gmail.com）

ホームページ

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページ

ホームページ



12月の相談
◦�いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
◦相談室の番号など、詳しくは市役所1階総合受付モニターでご確認ください。
◦電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名 日時 場所 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室

不要

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

毎週水曜日（休館日を除く）10：00～
12：00、13：00～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 12日（月）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 9日（金）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 20日（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
る）

毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13：
00～16：00

市役所1階市民課

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

障がい者相談
（就労・介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階ふくしの窓口 不要 ふくしの窓口☎76-5663

高齢者面接相談
（介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階長寿介護課、ふくし

の窓口 不要 長寿介護課☎32-8009
ふくしの窓口☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談

平日8：30～17：00

市役所1階長寿介護課

不要

☎32-8009
きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内） ☎33-0791

なかよし地域包括支援センター
（福祉センター内）� ☎34-6811

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内） ☎33-3502

平日9：00～17：30 おかよし地域包括支援センター
（カリヨンハウス内） ☎33-4177

成年後見相談 ①平日9：00～17：00、②6日（火）14：
00～16：00

①成年後見支援センター（くら
し・はたらく相談センター内）、
②おかよし交流センター

必要（前日まで）成年後見支援センター☎33-5020

医療相談 平日8：30～17：00 市民病院1階総合受付 不要 市民病院地域連携・医療相
談室☎33-3300

児童虐待・子ども相談 平日8：30～17：00 市役所2階子育て支援課 不要 ☎32-0910（専）

女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話（電話相談後に面接相談可） 不要（面接相談
は要予約）

子育て支援課
☎32-9539（専）

母子・父子・寡婦相談 平日（水曜日を除く）9：00～16：30 市役所2階子育て支援課 不要 ☎32-8034

子育て相談
毎週火～金曜日9：00～16：00 子育てふれあい広場

（子育て総合支援センター内） 不要 子育て総合支援センター
☎34-0500

毎週火・水曜日13：00～16：00 子育てふれあい広場
（カリヨンハウス内） 不要 子育てふれあい広場

☎36-1181
NPO・協働相談 1日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）☎32-8025

消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00
毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階相談室 不要 産業課☎32-8015

営農相談 14日（水）13：00～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要 ☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

平日（火曜日を除く）9：00～17：00 教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（月）・20日（火）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（青
少年およびその保護者） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
くらし相談（生活困窮） 平日9：00～17：00 くらし・はたらく相談センター

（ふれあい交流館内） 必要 ☎33-5020（専）
はたらく相談 ☎33-5070（専）

若者のための職業相談 13日（火）9：00～、10：00～、11：00～
27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） 必要（前日まで）☎33-1860（専）

巡回労働相談 13日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 14日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
夜間エイズ・梅毒検査 新型コロナウイルスの感染状況によ

り、変更がありますので電話でお問
い合わせください。

不要
☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査

骨髄バンクドナー登録 必要
精神科医による相談 21日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
検便・水質検査 毎週火曜日（27日を除く）9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在 水質検査は要予約 ☎0566-21-9353
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Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※�広報みよしの中から、外国人の皆さんにもお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。

市内の外国人住民数：2,420人　市人口に占める割合：3.9%（令和4(2022)年10月1日現在）

記
後
集

編

ポルトガル語
ご

通
つうやく

訳による外
がいこくじんそうだん

国人相談
Acompanhado por intérprete de Português

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

9：00～12：00 Centro de Saúde※ Setor de Cobranças Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Creche

13：00～16：00 Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania

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

市
し み ん か
民課  Departamento de cidadania

☎0561-32-8012 N0561-32-8048

▶リニューアルして4年ぶりに開催された「みよしスポーツ祭2022」の
取材に行きました。特に心に残ったのは、体験種目の陸上教室。ロンド
ン五輪に出場した市

いちかわ
川華

か な
菜選手から、直々に速く走るこつや毎日続ける

と良い練習方法を説得力のある言葉で伝授してもらい、参加した子ども
たちの心に強く刻まれたのではないでしょうか。私もこの取材をきっ
かけに、サボりがちなランニングを諦めず続けようと思いました。（本）

（日本語の記事は11ページ参照）

市
しみんびょういん

民病院救
きゅうきゅうしんりょう

急診療の休
きゅうしん

診
Os serviços médicos de emergência no 
Hospital Municipal estarão fechados
Hospital Municipal　☎33-3300　N33-3308
Devido a uma inspeção do equipamento elétrico 
do hospital de acordo com a Lei de Negócios de 
Eletricidade, os serviços médicos de emergência serão 
fechados durante as horas seguintes. Pedimos sua 
compreensão e cooperação.
▶Quando＝Sábado, 12 de novembro, 8：30～17：15

Temporary Closure of Miyoshi Municipal 
Hospital Emergency Care Examinations
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. 
▶Dates and Time＝Nov. 12（Sat）8：30～17：15

（日本語の記事は25ページ参照）

確
かくていしんこく

定申告について
Sobre declarações de impostos
Escritório Fiscal Toyota
☎0565-35-7777 (secretária eletrônica 2)
Para declarações de impostos, o e-Tax, que pode ser 
usado pelo smartphone, é muito útil e conveniente. O 
e-Tax exige que você obtenha seu Cartão My Number, 

portanto, considere aproveitar esta oportunidade para 
solicitar seu Cartão My Number.
O sistema e-Tax também é uma forma mais segura 
de prevenir a propagação de novas infecções por 
coronavírus.

【Cancelamento da reunião explicativa sobre o 
ajuste de final de ano, etc】
Para obter informações sobre os ajustes de final de ano, 
visite a página especial de ajustes de final de ano no 
site da Receita Federal.

Income Tax Returns
Toyota Tax Office
☎0565-35-7777（Audio information no. 2）
Please note that the convenient e-Tax format can be 
used with a smart phone or other such device. 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 smart
phone or similar device, so all are encouraged to take 
advantage of this convenient service.

【Meeting to Explain Year-end Tax Adjustment and 
Other Topics Was Cancelled】
For information about Year-end Tax Adjustment, 
please see the Special Feature page about the Year-end 
Adjustment on the National Tax Administration Agency 
Home Page.

Site

Home Page
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　平成29
(2017)年度

　平成30
(2018)年度

　 令和元
(2019)年度

　 令和2
(2020)年度

 　令和3
(2021)年度

▲約1億円

▲約1億3千万円

▲約1億8千万円
▲約2億円

▲約2億4千万円

令和3(2021)年度は
約2億4千万円の減収

◆ふるさと納税による市税の減収額

4年間で
約2.4倍減収！

　ふるさと納税とは故郷への恩返しという思い
から作られた制度で、納税者がふるさとや応援
したい自治体に寄附をすることで、寄附額のう
ち一定額が個人住民税などから控除される制度
です。ただし現在は趣旨と異なり、他の自治体
の返礼品を目的とした寄附が増えています。そ
れにより市の税収が減少し、行政サービスに使
われるはずのお金も減っています。

令和3(2021)年度の減収額である約2億4千万円があれば、どんな行政サービスが受けられるでしょうか。

●通学路のガードパイプ
→約3,000ｍ分の新規設置費。
令和3（2021）年度は88ｍ設置

●市内全小学校の給食費
→全児童の約1年分

例えば…

●上下水道の水道料
→市内全世帯の約8カ月分の
水道基本料金

財政課　☎32-8002　N76-5021

ふるさと納税によりふるさと納税により市民サービス市民サービス　　　　
　　　　　　　　に使えるお金がに使えるお金が減少減少していますしています

みよし市の未来ふるさと納税をされる際は、　　　　　　　　　　 について、今一度考えてみませんか。

　今後も社会保障費の増加や老朽化した公共施設、道路や下水道の更新など、市の支出が大きく増加していくことが避
けられないことから、ふるさと納税による減収は市の財政状況に大きな影響を与えることになります。
　なお、ふるさと納税による減収額については、どこからも補填されません。
　私たちが暮らしている「みよし市」の未来について一人一人が向き合うことで、市の今後がよりよいものとなります。

ホームページ

発行／愛知県みよし市　編集／広報情報課
☎0561（32）2111（代）
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地
ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。みよし市ホームページ

広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

●コミュニティFM
　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8：09）
みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）
市長ホットライン 11月7日（月）、12月5日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル 【123ch】　ひまわり12【地上デジタル12ch】

みよし市公式フェイスブック

みよしTODAY（15分間） 月曜日～土曜日放送
初回放送19：00～、以降8回程度リピート放送
※みよし市ホームページで、番組のニュース項目と「みよし散歩道」
の動画配信を行っています。

みよし市公式インスタグラム

市政情報番組
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