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みよし市長みよし市長

小小
お や まお や ま

山山　　祐祐
たすくたすく

　明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、
輝かしい新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
　このたび昨年12月8日より第3代みよし市長の任を担わせていた
だくことになりました。これから皆さまとともに希望の持てるみよし
の将来を作り上げるため力を尽くしてまいります。皆さまのご理解と
ご協力をお願い申し上げます。
　さて、私は本市がこれから直面する課題に向き合い、乗り越え
ていくために7つの柱、50項目のマニフェストを掲げました。
　具体的には、新型コロナウイルス感染症によって深刻な影響を
受けた地元企業の事業活動への支援や市民生活の回復を喫緊の
課題として取り組むとともに、コロナの収束いかんに関わらず、
近い将来必ず直面するカーボンニュートラルや高齢社会、デジタル化面するカーボンニュートラルや高齢社会、デジタル化
など社会構造の大きな変化に対応できるまちづくりを進めたいとなど社会構造の大きな変化に対応できるまちづくりを進めたいと
考えています。そして私は、目指すべき市の将来像を「人が輝き、考えています。そして私は、目指すべき市の将来像を「人が輝き、
挑戦し続ける挑戦し続けるまちづくり」という言葉に込めました。これから本市
が直面する課題を乗り越えていくためには、挑戦が必要であります。
一方でその過程においては失敗することもあるかもしれません。
しかし、失敗を恐れ挑戦しないのではなく、失敗してもそれを次に
つなげ、何度でも立ち上がっていけるまちを目指していかなけれ
ばなりません。まちづくりは、行政だけが担うものではありません。
市民の皆さま一人一人が担い、共に作り上げていくものです。制度・
政策は、行政だけが作るものではありません。そこに暮らす皆さま
の声と思いが政策を作り上げていきます。将来への不安を希望へ
と作り変えていくため、私は皆さまと共にこのみよしの将来を
切り拓く一歩を踏み出したいと思います。みよしの未来のために、
そして私たちの世代だけでなく、皆さまの子や孫の世代のために、
そしてこれからも続くみよしをふるさととする世代のために、皆さまの
力をお貸しください。
　今年一年の皆さまのご多幸とご健康を心からご祈念申し上げ、
新年のあいさつといたします。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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みよし市議会議長みよし市議会議長

水水
み ず のみ ず の

野野  隆隆
りゅういちりゅういち

市市

　明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、
清々しい初春を迎えられていること、心からお喜び申し上げます。
　日ごろ市議会活動に対しましてご理解ご協力を賜り、議会を代
表し厚くお礼申し上げます。
　昨年12月、任期満了に伴い小野田市長から小山市長へと行政の
かじ取り役が引き継がれました。小野田前市長は、常に市の発展、
市民の幸せを願い、誰もが「ずっと住みたい」と思えるまちづくりに
情熱をもって取り組まれ、2期8年にわたり市政の進展に多大な功績を
残されました。小山新市長には「人が輝き、挑戦し続けるまちづく
り」を目指し、掲げられた政策の実現に向けて精力的かつ堅実な
市政運営が推し進められるものと期待いたします。
　さて、新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種が進み、
徐々にウィズコロナ、アフターコロナの取り組みが始まっています。
新たな変異株の発生など、予断を許さない状況ではありますが、
皆さまの生活に関わる施策が積極的かつ計画的に実施されるよう、
本年もしっかり取り組んでまいります。
　市議会においては、昨年度に引き続き、コロナ禍により行政調査
や議会報告会の中止を余儀なくされ、皆さまと直接意見を交換さ
せていただく場を持つことができませんでした。そのような中、
皆さまに議会の活動をお伝えする方法を模索した結果、動画配信
という新たな試みを取り入れ、市議会ホームページに掲載してい
ます。議会広報「きずな」と併せて、ぜひご覧ください。二元代表制
の一翼を担う市議会として、今後も市民目線で市政を厳しく監視し、
みよし市が一層住みよいまちとなるよう、皆さまの声を市政に反映
させるべく議会活動に取り組んでまいります。
　結びに、迎えた新年が皆さまにとって素晴らしいものとなりま
すようご祈念申し上げますとともに、「ふるさとみよし」のさらな
る発展に全力を注いでまいりますことをお誓い申し上げ、年頭の
あいさつといたします。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

重要項目チェック項目　※特に注意して確認をお願いします。
□ 連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス）
□ 日時・曜日・場所
□ 氏名（ふりがな）・団体名・名称
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　新型コロナウイルス感染症の影響が続く１年となりまし
た。そんな中、感染症対策を講じて実施される行事が少しず
つ増え、明るい兆しも。皆さんはどんな１年でしたか？みみよしのよしの

ニューニュースス

① ② ③

⑧

⑨

⑩

2021

⑮ ⑯ ⑰

⑱
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競書会（各小・中学校）
成人式（総合体育館）

「みよし市安全安心なまちづくり大使」委嘱式（市役所）
一人1台タブレットの導入（各小・中学校）　　　
クロマツ植樹祭（保田ケ池公園）
生涯学習発表会作品展示（サンライブ）
少年の主張みよし市大会（市役所）
ワクチン集団接種開始（おかよし交流センター）
水防訓練（みよし土地改良区）
第26回市民カヌー大会、第32回中学校対抗カヌース
プリント大会（保田ケ池）
彫刻ウォークラリー（市役所、保田ケ池周辺）

Miyoshi News

ソフトボール日本代表選手市民栄光賞贈呈式（市役所）
東京2020パラリンピック聖火（みよしの火）採火式（三好池
カヌーセンター）
鯱の大祭典2021（豊田スタジアム）　　　　　　　
チャレンジデー2021（市役所ほか）
みよし安全安心大作戦（イオン三好店）
三好池まつり打ち上げ花火（三好池）
市制施行10周年記念式典・文化の日記念式典（サンアート）
文化センターサンアートリニューアルオープン記念絵画除　
幕式（サンアート）
小山新市長初登庁（市役所）

①1月7日
②1月10日
③1月15日
④1月19日
⑤2月20日
⑥2月28日
⑦6月19日
⑧6月26日
⑨6月27日
⑩7月4日

⑪7月11日

⑫8月11日
⑬8月14日 

⑭8月29日
⑮10月27日
⑯10月30日
⑰11月2日
⑱・⑲11月3日
⑳11月3日

㉑12月8日

④

⑤
⑦

⑭

㉑

⑬

⑫

⑪

⑳

⑥

⑲
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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
  e-Taxまたは郵送での申告にご協力を
  確定申告

確定申告に関して 市民税・県民税に関して
豊田税務署
☎0565-35-7777
自動音声案内「0」

税務課（市民税担当）
☎32-8003　
N32-2585

　確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に発生した
全ての所得をとりまとめて、所得税を計算し税務署へ申告し
て納税する手続きのことです。

確定申告に当たっての留意事項

確定申告の方法

■ふるさと納税
　次のいずれかに該当する人はふるさと納税のワンストッ
プ特例の適用申請の有無にかかわらず、全てのふるさと納
税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります。
●令和3年分の確定申告をする
●ふるさと納税先が6団体以上ある

■医療費控除
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに
「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。申告会
場を利用し医療費控除を受ける人は、完成した明細書を必
ず持参してください。なお医療費の領収書は自宅で5年間
保存する必要があります。

　

☎0570-01-5901操作にお困りの人は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ電話

確定申告書等作成コーナー 画面の案内に従い入力
提出は、
e-Taxまたは郵送でOK！

パソコン・スマートフォンで申告
国税庁ホームページ

次のいずれかで提出
■�2月1日（火）以降に市役所2階税務課、サンネットへ直接
■�豊田税務署（〒471-8521�豊田市常

とき わ
盤町1-105-3）へ郵

送、または直接（土・日祝日、執務時間外でも「時間外提
　出箱」に提出可）
※提出箱や郵送で提出する場合で申告書控に受付印が必要
な人は、控用と返信用封筒（要切手）を同封してください。

申告書に
必要事項
を記入

申告書を記入して郵送などで申告

申告・相談期間
2月16日（水）～3月15日（火）

　申告会場は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のため、安心・安全な
自宅からのe-Taxまたは郵送による提出にご協力ください。

次のいずれかで申告書を入手

■�2月1日（火）以降に市役所

■�国税庁ホームページから
ダウンロード

ホームページ

2階税務課、サンネットで配付
※配付できる申告書には限りがあります。

※振替納税は、申告・納税期限までに確定申告書を提出された
場合に限ります。還付される税金がある場合には、確定申告
書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先金融機関名、支店
名、預金種類および口座番号（ゆうちょ銀行の口座への振り込
みの場合は記号および番号）を正確にご記入ください。

■納税および還付について
税目 申告・納税期限 口座振替日

申告所得税・
復興特別所得税 3月15日（火） 4月21日（木）

消費税・地方消費税 3月31日（木） 4月26日（火）

　税の質問に対する回答を
税金の種類別やキーワード
で検索することができます。 ホームページ

タックスアンサー
　確定申告の内容別に分か
れた動画を配信しています。

動画でみる確定申告
　チャットボットに質問内
容を入力するとAI（人工知
能）が自動で回答します。 ホームページ

チャットボット

自宅で申告にお困りのときのお問い合わせ先

ホームページ
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みよし市役所申告会場 2月16日（水）～3月15日（火）の平日
9：00～11：00、13：00～16：00

インターネット  
みよし市役所3階研修室1・2・3

※各会場とも、マスクの着用、会場でのアルコール消毒、その他感染症防止
対策にご協力をお願いします。また、検温の結果、受け付けをお断りする場
合がありますのでご了承ください。

場所

□�所得金額の分かるもの（源泉徴収票の原本など）
□各種控除証明書の原本
□筆記用具、電卓
□�マイナンバーカード
　（または、マイナンバーの記載の
　ある住民票と運転免許証など）

申告会場、説明会、相談会への
持ち物チェックリスト□�

□�申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの
　（還付申告の場合）
□�昨年までに電子申告に係る利用者識別番号の交付を
受けた人は、その通知書など利用者識別番号の分か
るもの
□�以前申告相談会場を利用した人は、確定申告書の控
えの入った封筒
□�税務署から確定申告書、確定申告書のお知らせの封
書、またははがきが送られてきた人はその書類

談 明会 会相 説＆

豊田市福祉センター
申告会場

「豊田市福祉センター申告会場」の開設期間以外の平日は、
豊田税務署で申告相談を行います。1月12日（水）までの
相談は電話での事前予約（☎0565-35-7777（自動音声案
内「2」））、1月13日（木）以降の相談は入場整理券が必要で
す。

※2月20日（日）、27日（日）は開設

対象対象 所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談

対象対象 所得税のうち給与所得者・年金受給者の所得税のうち給与所得者・年金受給者の
申告相談申告相談

豊田市福祉センター4階（豊田市錦
にしき

町1-1-1）場所

入場整理券の配付受付

場所

2月16日（水）～3月15日（火）の平日
9：00～17：00

入場整理券は会場での当日配付のほか、
1月11日（火）からLINEアプリを使った
オンラインでの事前発行が可能です。
※詳しくは国税庁ホームページ、広報み
よし2月号でお知らせします。

予約

予約

電話  ☎0561-76-5116
予約受付は2月1日（火）～3月14日（月）の平日9：00
～16：30
※前日までに必ず予約してください。予約がない
人は受け付けできません。

次に該当する人は、みよし市役所申告会場で相談でき
ません。下記の豊田市福祉センター申告会場をご利用
ください。
●みよし市内在住でない　●貸家・貸地がある
●住宅借入金等特別控除がある　●自営業・農業
●土地・建物・株式などの譲渡や贈与があった
●外国において支払われる公的年金があった
●消費税の申告が必要　●株の配当があった

事前予約が必要です

入場整理券が必要です

予約受付は1月25日（火）9：00～3月14日
（月）17：00
※ネット予約での受け付けを先に開始します。

LINE

住宅借入金等特別控除に
関する確定申告説明会

入場整理券が必要です

みよし市役所3階研修室
1月24日（月）・25日（火）
午前の部10：00～（整理券配付開始9：30～）
午後の部13：30～（整理券配付開始13：00～）
※当日会場で入場整理券を配付し、順次受け
付けします。
※対応できない申告もあります。

日時

※申告に必要な書類は国税庁ホームページをご覧ください。

対象対象 令和3年中に住宅ローンなどを利用して令和3年中に住宅ローンなどを利用して
自宅を新築、または購入した人自宅を新築、または購入した人

2月14日（月）・15日（火）9：00～17：00
※当日会場で入場整理券を配付するほか、
LINEアプリで事前発行された入場整理券に
より順次受け付けします。

日時

豊田市福祉センター4階
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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
  新市長就任  秘書課　☎32-8032　N34-6008

　農業・商業・工業などの業務に精励し、他の模範となるような技
術や実績を有する人に贈られる勲章である黄綬褒章を、ハマプロ
ト株式会社の山

やまぐち

口稔
としひろ

浩さんが受章しました。長年にわたり多種多
様の加工機を自在に操り、高精度の製品を製造する卓越した技能
が認められました。
　山口さんは、これまでに技能グランプリで内閣総理大臣賞や現
代の名工・愛知の名工となる卓越した技能者表彰、愛知県優秀技
能者表彰も受賞され、現在も技術向上に取り組まれるとともに後
進の指導育成にも尽力されています。

  黄
おうじゅほうしょう

綬褒章受章報告会　産業課　☎32-8015　N34-4189

　国や公共事業に対し功労がある人に贈られる勲章である旭日双
光章を、加

か と う

藤芳
よしふみ

文さんが受章しました。加藤さんは平成7年4月
から6期22年の長きにわたり議会議員を務められました。議員就
任中、三好町議会において生活経済委員会委員長、総務協働委員
会委員長、文教厚生委員会委員長などを、みよし市議会において
は経済建設委員会委員長、議会改革推進特別委員会委員長などを
歴任。三好ケ丘第三特定土地区画整理事業による住環境の整備や
特定健診・特定保健指導・後期高齢者健診の実施による健康福祉の
充実などに尽力され、本市の発展に大きく貢献されました。

  旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章受章報告会　総務課　☎32-8000　N32-2165

　11月14日公示のみよし市長選挙で初当選した小
お や ま

山祐
たすく

市長が、
12月8日（水）、職員が迎える中、初登庁し職員に対して訓示を
行いました。

小山　祐　

昭和53年生まれ
愛知大学法学部卒
平成13年　衆議院議員秘書
平成19年　愛知県議会議員
令和3年12月８日　　みよし市長
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  小型充電式電池の回収を開始します  環境課　☎32-8018　N76-5103

  長野県木
き そ ま ち

曽町へお得に遊びに行きませんか　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

　みよし市の友好都市、長野県木曽町の宿泊施設の助成券を
交付しています。市内在住・在勤・在学、また、グループ代表
が市内在住・在勤・在学であれば、そのグループ全員の木曽町
宿泊助成対象施設の助成券を申請できます。木曽町にしかな
い、冬の魅力がいっぱい！　新型コロナウイルス感染防止対
策をして、ぜひご利用ください。

ホームページ

内容 �木曽町が指定する宿泊施設での令和4年2月28日（月）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

※営利目的のツアーや合宿などでの利用はできません。
※他の助成券との併用はできません。
※対象施設はホームページでご確認ください。
申込 �次のとおり
①宿泊施設に直接予約
※必ず申請前に宿泊予約をしてください。
②観光協会（市役所4階）で申請し、助成券を受領
※申請受け付けは2月18日（金）までです。
③宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に提出

　 1月4日（火）からみよし市内３カ所
のリサイクルステーションで、小型充
電式電池の回収を開始します。

【対象】【対象】

【回収場所】

リサイクルマークが目印です

【回収方法】

例えばこんな製品に使われています

ニカド電池 リチウムイオン電池ニッケル水素電池JBRCホームページ

リサイクルマークの記載がある以下の電池
●ニカド電池
●ニッケル水素電池
●リチウムイオン電池
※詳しくはJBRC（「資源の有効な利用の促進に関する法律」
に基づき小型充電式電池の再資源化に取り組む一般社団法
人）のホームページをご覧ください。

市内３カ所のリサイクルステーション
●メグリア三好店（みよし市ひばりヶ丘2-1-5）
●グリーンステーション三好（みよし市三好町上ヶ池1-22）
●三好公園第4駐車場北（みよし市三好町井ノ花16-1）

リサイクルステーション内の小型充電式電池の専用回収
ボックスで回収します。発火の恐れがありますので、セロ
ハンテープなどで必ず絶縁してください。 電気シェーバー

携帯ゲーム機
ノートパソコン

電動歯ブラシ

ごみ分別促進アプリ
さんあ～る

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
  毎年恒例「ひな人形展」　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

　毎年恒例のひな人形展を開催します。ひなまつりに飾ら
れた人形を多数展示します。また期間内には県内の博物
館、資料館のひな人形を巡るスタンプラリーもあわせて実
施します。こちらにもぜひご参加ください。

資料館の 形人ひ な

1 22 3月 日 月～ 日（祝）（土） 21
9：00～16：30
歴史民俗資料館

※休館日は毎週月曜日です。

　1月1日現在、市内に償却資産(土地家屋以外の構築物・機
械・器具・備品など事業用資産)を所有している人は申告が必
要です。昨年度に申告した人には、令和3年12月中旬に申告
書を郵送しましたので、必要事項を記入し申告してくださ
い。今回新たに申告が必要な人は、税務課資産税担当へご連
絡ください。不申告や虚偽の申告があった場合は、地方税法
に基づく過料または罰則が適用されることがありますのでご
注意ください。
申告 �1月31日(月)までに申告書を税務課へ郵送、または直接
※申告期限の直前は窓口が大変混み合います。1月17日
(月)までの申告にご協力ください。

  固定資産税（償却資産）の申告  
　税務課　☎32-8019　N32-2585　

 新型コロナワクチンの
 追加接種について
 健康推進課新型コロナワクチン接種推進室
 ☎34-5311　N34-5969

　みよし市では、新型コロナワクチン追加接種の接種券
を随時発送し、接種券が届いた人から接種していただけ
るように対応しています。接種場所や予約などの詳細に
つきましては、接種券に同封する案内をご確認ください。
　発送時期は、本市で保管している接種記録をもとに決
定しています。他市町村で新型コロナワクチンの２回目
を接種した後に本市へ転入した人は、接種済証を持参し
て、健康推進課（保健センター内）へお越しください。

土人形

内裏ひな人形

御殿飾りひな人形

屏風段飾りひな人形

入館無料
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人口�����61,300人（＋29人）

男性�����31,452人（－2人）

女性�����29,848人（＋31人）

世帯数��25,040世帯（＋13世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和3年12月1日現在）

納税課　☎32-8051  N76-5103

　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 4期�1月31日
固定資産税・都市計画税 4期�2月28日
国民健康保険税（普）

7期�1月31日
8期�2月28日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

　住宅用火災警報器は、火災発生時に煙や熱を感知して火災
の発生を音声や警報音で知らせてくれます。火災を早期に見
つけることができれば、早期避難はもとより、火災の初期段
階で通報や消火ができ被害を軽減できます。

　設置義務のある場所は、次のとおりです。正し
く設置されているか確認しましょう。詳しくは尾
三消防組合ホームページをご覧ください。

　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。

【注意点】
●寝室として使用すれば、子ども部屋や和室も対象です。
●階段は原則2階以上に寝室がある場合に限ります。

■こんなところが設置場所

□自主点検で故障の音声が鳴る。
□製造から10年経過している。
□変形、破損している。
□�自主点検で音が鳴らない。

自主点検チェックポイント

住宅用火災警報器を設置しましょう

          NEWS 119 尾三消防  尾三消防組合　☎38-0119

　火災発生時の作動不良を防ぐために、定期的に自主点検
しましょう。住宅用火災警報器の点検は、ひもを引くか、
ボタンを押すかで非常に簡単に点検できます。また住宅用
火災警報器の機器寿命は、一般的に製造から
おおむね10年です。自主点検で次の症状を確
認したら取り替えるようにしましょう。

■定期的に自主点検を

□�

　住宅用火災警報器は一般住宅などを対象に設置が義務づ
けられています。ホームセンターや家電量販店などで購入
できるので、まだ設置していない家は家族の命を守るため
にも住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。

ホームページ

とりカエル

  社会教育功労者受賞報告会　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　地域における社会教育活動を推進するため、長年にわたる社会教
育の振興の功績を文部科学大臣より認められ社会教育功労者表彰
を、秋

あきまつ

松成
せ い き

喜さんが受賞しました。
　秋松さんはこれまでに愛知県社会教育委員連絡協議会副会長や西
三河支部長を務められ、現在もみよし市社会教育委員会委員長であ
り長きにわたり社会教育委員としてご尽力されています。



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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　10周年記念式典ではみよし市の発展に寄
与された皆さんへ感謝状を贈呈。また元市長
の久

く の
野知

ともひで
英さんに名誉市民の称号が贈られ、

久野さんは「今後もみよし市に貢献できれば
と思います」とあいさつしました。文化の日
記念式典では自治や教育などさまざまな分野
で市の発展に貢献された皆さんの功績をたた
え、表彰状や賞状などが贈呈されました。

　10月に開催された令和3年度日本カヌー
ポロ選手権大会でみよし市のカヌーポロ女子
チーム「あいちマーメイド」が一般女子の部で
優勝、チーム代表で市内在住の鈴

すずき
木碧

あお い
衣さん

がMVPを獲得し、小
お の だ
野田賢

けん じ
治市長に成績を

報告しました。選手の一人は「このメンバー
で4年間頑張ってきたので、優勝できてうれ
しいです」と話していました。

文化祭
11月3日（祝）～7日（日）サンアート

日本カヌーポロ選手権大会
出場選手表敬訪問
11月10日（水）みよし市役所

　「感動、躍動、さらに成長」をテーマに、文
化祭が開催されました。展示作品発表では書
道や絵画、陶芸などの珠玉の作品が、菊花展
では丹精込めて育てられたおよそ350鉢の
菊の花が展示され、訪れた人の目を楽しませ
ていました。芸能発表では太鼓や民謡、大正
琴などが披露され、観客からは盛大な拍手が
送られていました。

市制施行10周年記念式典・
文化の日記念式典
11月3日（祝）サンアート



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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　日頃の練習の成果を発表しようと「音楽は
歩みを止めない」をテーマに演奏会が開催さ
れました。「故郷」や「パプリカ」などのさまざ
まな楽曲を振り付けを交えながら披露。最後
には団員の保護者も一緒に「カイト」を歌い上
げ観客を魅了しました。団員の一人は「たく
さんの拍手をもらえてうれしかったです」
と笑顔で話していました。

　8月に行われた第11回全日本少年軟式野
球クラブチーム選抜大会で市内在住の選手が
所属する愛知フラッシュジュニアが優勝し、
今
いませ
瀬良

よし え
江教育長に優勝を報告しました。愛知

フラッシュジュニアは今回初出場し、初優
勝。選手の一人は「練習が厳しいと聞いてい
たのでチームに入るか迷ったが、頑張って優
勝できてよかった」と話していました。

　シンフォニックウインズみよしのファミ
リーコンサートが開催されました。新型コ
ロナウイルス感染症のため2年ぶりの開催と
なった演奏会。演奏曲の「WAになっておど
ろう」では観客も一緒に手を振ったり「ライオ
ン・キング・メドレー」ではさまざまな動物の
モチーフを演奏者が身に着けたりして、演奏
楽を盛り上げていました。

みよし少年少女合唱団
第22回定期演奏会
11月13日（土）サンアート

第11回全日本少年軟式野球クラブ
チーム選抜大会出場選手表敬訪問
11月25日（木）みよし市役所

シンフォニックウインズみよし
ファミリーコンサート
11月21日（日）サンアート



広
報
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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近
こんどう

藤 茉
ま ひ ろ

潤くん
初めての誕生日おめでとう！
ママの宝物です　〔西陣取山〕

1歳

問題  ４月から新しく生まれ変わるさんさんバス。新たな路
線が加わり３路線での運行となり、利便性がより向上
します。合わせて路線名もリニューアル。くろまつラ
イン、さつきライン、さて、もう一つの路線名は次の
うちどれでしょうか。

【応募方法】①答え（例：②）、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】1月７日（金）必着
【12月号の正解】②（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】2021年の一年間で印象
的だったみよし市のニュースは何ですか？

野
の む ら

村 柑
か ん た

太くん
かんかん1歳おめでとう！
いつも家族を癒してくれて
ありがとう♡　〔莇生町〕

北
きたじま

島 丞
じょう

くん
ジョーくん２歳おめでとう
♡　その笑顔でお友達沢
山つくってね★　〔三好町〕

2歳

鹿
し か た

田 燈
あ お

央くん
１歳おめでとう！　いつも
お茶目なあおくんがみんな
大好きだよ☆　〔根浦町〕

1歳
みよしっ子集まれ！

メール

1月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

田
た は ら

原 侑
ゆ め

芽ちゃん
いつもありがとう！　これ
からもニコニコ笑顔でいて
ね♡　〔三好町〕

1歳 3歳

対象  3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 1月4日（火）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。

　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。

①いいじゃんライン　②いいねライン
③キューちゃんライン　

【ヒント】　今月号をよく読んでみてね



19

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 №23
はぐくみ

　新型コロナウイルス感染拡大により臨時休校となった一昨年、留守番をしていた子ども
が侵入してきた泥棒と鉢合わせる事件が愛知県内で発生しました。不審者から身を守るた
めにはどうしたらいいのか、クイズを通して親子で話し合い、防犯意識を高めましょう。

を高めましょう防犯意識防犯意識

防犯クイズ　子ども編

泥棒は、家に人がいないか、わざとインターホンを鳴ら
すこともあります。また郵便物などで子どもの名前を調
べて呼ぶ場合もあります。テレビや電気はつけたままに
して、インターホンに出ないようにしましょう。そし
て、電話やメールを使って家族に不審者のことを伝えま
しょう。ドアや窓に二重ロックをしておくと、さらに安
心です。

答え③

防犯クイズ　大人編

問題　空き巣などの住居侵入で、犯人が室内を物色する
時間と、犯人の９０％以上が犯行を諦めるとされる、侵入
までにかかる時間の正しい組み合わせはどれでしょう？
①室内を物色する時間…５分以内
　侵入を諦める時間……10分以上
②室内を物色する時間…10分以内
　侵入を諦める時間……20分以上
③室内を物色する時間…15分以内
　侵入を諦める時間……30分以上

答え①

問題　一人で留守番をしていたら、インターホンが鳴り
知らない大人があなたの名前を呼んでいるよ。さて、ど
うする？
①名前を知っているから知り合いかもしれないので、玄
　関のドアを開ける
②インターホンに出て、親が家にいないことを伝える
③インターホンには出ない

不審者に遭遇したら…不審者に遭遇したら…
　もし不審者に遭遇してしまったら、走って逃げる、大声で助けを
呼ぶ、防犯ブザーを鳴らすなどの抵抗をしましょう。子どもが何ら
かの抵抗をとった場合、不審者の約７割がその場から逃げたり立ち
去ったりしています。反対に子どもが会話をしたり、立ち止まって
しまった場合、不審者から体を触られたり、叩かれるなどの被害に
遭う割合は高くなります。

親子での約束ごとを決めておこう親子での約束ごとを決めておこう
●緊急時にはまず逃げる。そのあと１１０番通報する
●インターホンが鳴っても出ない
●在宅中でも玄関・窓の鍵を確実に閉める
●日頃から逃げ道や身をひそめる場所を話し合う

●人通りの少ない道は、暗くなったら通らない
●出掛けるときは帰宅時間と、誰とどこへ行くのか必ず伝える
●登下校のときや公園に行くときは、防犯ブザーを持って行く
●助けを求めることができそうな場所を把握しておく

住宅侵入で最も被害が多いのは、不在になりがちな午前
10時から午後4時までです。しかし住宅侵入盗の3割近
くが、在宅中であっても家の中に入り込む手口です。ド
アや窓を二重ロックにしたり、窓に防犯フィルムを貼る
などの侵入を諦めさせる工夫も必要です。



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（1月10日を除く）、1日（祝）～4
　　日（火）、11日（火）、27日（木）（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

みよしの景観百選では、皆さんが日ごろから大切
に感じている「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 �都市計画課��☎32-8021��N34-4429

ホームページ

　皆さんが知っている、みよしらしい景観を教えてください！　みよし市景観百選は、
随時応募を受け付けています。詳しくはホームページをご確認ください。あなたの み よ し 百 景

教えて！

保田ケ池公園の夕日
　遊歩道やアスレチックが
人気の保田ケ池公園。池の
周囲にある木々にオレンジ
色の夕日が沈んでいく様子
は幻想的です。空気が澄ん
できれいに見えるこの時期
に、ぜひご覧ください。

おすすめ図書

　　　　　　　　�　　クレイグ・グレンディ／編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　大

おおき
木哲
さとる
／訳

株式会社角川アスキー総合研究所　請求記号031.5

ギネス世界記録2022

　今年は環境問題をテーマに、気候問題やエ
コテクノロジーにまつわる記録を多数掲載。
他にも、韓国男性グループや映画・アニメの
人気キャラクターが登場したり、「バーチャ
ル訪問」として、世界で人気の施設をイラス
トと写真で解説したりしています。

一般図書

ダイアン・ホフマイアー／文
さくまゆみこ／訳　ジェシー・ホジスン／絵

徳間書店　請求記号E／ホシ

トラといっしょに

　トムは、美術館でアンリ・ルソーのト
ラの絵に釘付けになった。その夜トムの
目の前に、緑の宝石のような目をひから
せたトラがあらわれ、トムを散歩に誘っ
た。トムはトラといっしょだと獣のいる

絵本

児童特集コーナー

森、水の中、氷の洞穴も恐くはなかった。温かくて迫力あるトラの絵
は、不思議な世界を身近にしてくれている。

しんねん・おめでとう
～ねこからトラ～

　むかしむかし、ねこは、トラよりえら
かった。寅年に、トラにちなんだ本を読
むのはいかがでしょうか。
期間 ���12月26日（日）～2月23日（祝）
場所 �中央図書館児童室特集コーナー
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みよしの景観百選

図書館だより



街角アート 問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
彫刻マップ

来てみりん！
石川家住宅

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
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作 品 名� 雪ん子
作 者 名　田

た な か
中　毅

つよし

受 賞� 2003年度特選　�
設置箇所　細口公園
制作意図　雪だるまを作るとき、なかなかなめらかな球
体になりにくい。寒い所では、水をかけながらでも出来
そうな気がするが、石だとじっくりやれば出来そうだ。
こんなに丸っこいと、何事も丸くおさめてくれそうな感
じに見えてくる。

　平成元年度から15年度まで開催されたアートタウン
三好彫刻フェスタ。市内には、入選作品70点が設置さ
れ、日常の景色の中で出会うことができます。

2月の講座
開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

5日（土） 切り紙で飾りを作ろう 13：30～15：30 「折る、切る、開く」で切り紙飾りを作る。カッター・定規
を持参。先着で３人

12日（土） 布
ぬ の ぞ う り

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

13日（日） おひな様のモビールを作ろう 13：30～15：00 折り紙で作ったおひな様や紙風船を使い、モビールを作
る。先着で３人

19日（土） 絵手紙を始めよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。ポケットティッシュ・新聞紙を持参。先
着で３人

26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

27日（日） 一
いっかん

閑張
ば

りを作ろう 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

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

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。

　竹かごなどに和紙を貼って柿渋や漆を塗った工芸品。名前
の由来は諸説ありますが、農民が農閑期に作ることが多かっ
たことからこの名がついたと言われています。

一閑張りを作ろう

※ほうきの製作はしません。
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▲

妊　婦Gravidez

Crianças

▲

乳幼児

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
2月9日（水） 生後7カ月ころの

子 身体計測、離乳食の話 12人 2月2日
（水）まで

時間は予約時に
ご案内します。

歯 科 健 診
Exame odontológica 2月15日（火） 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 2月8日
（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
2月21日（月） 令和3年1月生ま

れの子
身体計測、発育・発達およびむし歯予防
の話、ブラッシング指導 16人 2月14日

（月）まで

わ ん ぱ く 教 室
Conselho sobre 

nutrição da criança
3月8日（火） 令和2年2月・3月

生まれの子
身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
シング指導 16人 3月1日

（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

2月22日（火）
受付9：50～10：00

多胎妊婦、多胎
児（未就園児）と
その保護者

多胎児を育てている母親や妊婦さん同
士の相談、交流の場、保育士による手
遊び、計測

12組 2月15日
（火）まで

●�パパママ教室は、妊娠16週以降の妊婦およびその夫が対象です（妊婦・夫のみでも可）。

健診名 日　程 備　考
3・4 カ 月 児 健 診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

2月8日（火）

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

2月22日（火）

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

2月9日（水）

2月24日（木）

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

2月2日（水）

2月16日（水）

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
※都合の悪い人はご連
絡ください。

妊婦 ー

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。

－ －

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

2月25日（金）
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

各4組 2月18日
（金）まで

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

2月7日・14日・21日・28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
2月15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

2月28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

2月7日（月）�
受付�9：00～11：00 3人 精神発達で心配のある就学前のお子さんの相

談に心理相談員が応じます

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。

※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。

2月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311��N34-5969

▲

健診などの予約時間�8：30～17：15 ホームページ



救急医療施設の連絡先

●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300

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

①内科・外科（翌朝8：30まで）
　平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
　日・祝・年末年始17：00～
②歯科　日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科　土曜日のみ19：00～翌朝8：30
●休日救急内科診療所
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

内科・小児科　�日・祝・年末年始の9：00～11：30、13：00
～16：30

●愛知県救急医療情報センター ☎0561-82-1133
（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）

23

■2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。時間は受付時間

6日（日）豊田東リハビリテーション病院豊田市野見山町3-88-26 ☎0565-89-7700

11日（祝）名豊病院豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

13日（日）あさひが丘クリニック豊田市小川町4-49-2 ☎0565-37-3939

20日（日）三九朗病院豊田市小坂町7-80 ☎0565-32-0282

�23日（祝）
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

27日（日）つかさ整形外科豊田市司町5-12 ☎0565-37-3322

健診・検診はお済みですか

健診結果の健康電話事後相談を実施しています

�がん検診
�そ の 他

� 健  診 ���特定健診・後期高齢者健診（問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、尿検査、心電図）
肺、胃、大腸、前立腺、乳、子宮頸
骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エッ
クス線検査、歯科健診など

令和3年度の健診・検診受診期限は
1月31日（月）までです

　「テレビの健康情報を見て取り組んでいるけれど、長続きしない」「コレ
ステロールが高めだから、食事や運動で改善したい」など、健康に関する
お悩みはありませんか。健診結果をもとに、保健師・管理栄養士が個別で
健康相談に応じます。職場などで受けた健診の相談も可能です。相談を希
望する人は健康推進課へお電話ください。

新型コロナウイルス感染症情報について
　市内の新型コロナウイルス感染症情報については、ホームページをご覧ください。

　ご自身の健康管理のため、大切な家族のため、ぜひ
健診を受けましょう。まだお済みでない場合は、お早
めに受診してください。

■1月の保健ガイド休日救急外科について変更がありました。

1日
（年始）

吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818 10日

（祝）
いながき整形外科
豊田市宮町5-53 ☎0565-31-2525

2日
（年始）

いながき整形外科
豊田市宮町5-53 ☎0565-31-2525 16日

（日）
家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

3日
（年始）

ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511 23日

（日）
山之手痛みと内科のクリニック
豊田市丸山町8-25 ☎0565-27-6581

9日
（日）

吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818 30日

（日）
名豊病院
豊田市竹元町荒子15

☎0565-51-3000　
　　　　

ホームページ
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■ 市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。

■ 市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。

■ みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

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

お知らせ
令和3年分保険料（税）納付額の
お知らせ
保険年金課  ☎32-8011  N34-3388
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料は、確定申告などの
社会保険料控除の対象になります。令
和3年1月から12月までの間にみよし
市に支払った保険料（税）がある人には
「保険料（税）納付額のお知らせ」を1月
下旬に郵送しますので、納付額の確認
にご利用ください。
　みよし市以外の市町村へ支払った保
険料（税）がある場合は、その納付額も
加算して申告ができます。なお特別徴
収（年金からの引き落とし）で支払った
保険料（税）は、日本年金機構などから
届く公的年金などの源泉徴収票にも記
載されていますので、重複して申告し
ないように注意してください。
　普通徴収（納付書または口座振替）に
よる納付額は、納付実態に合わせてご
家族などの申告に使用できますが、特
別徴収による納付額は、本人の申告の
みでしか使用することができませんの
でご注意ください。

確定申告用の医療費（介護用お
むつ代）控除証明書の発行
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　要介護認定を受けている人は、医師
が発行した「おむつ使用証明書」の代わ
りに、市が要介護認定に係る主治医意
見書の内容を確認して発行する「医療
費（おむつ代）控除証明書」を添付する
ことにより、確定申告で控除を受ける
ことができます。

対象  次の全てに該当する人
①おむつ代に係る控除を受けるのが2
　年目以降
②主治医意見書の障がい高齢者日常生
　活自立度がB1、B2、C1、C2
③主治医意見書の尿失禁の発生可能性
　が「あり」
申込長寿介護課へ直接
※証明書の即日交付はできません。後
日郵送します。

要介護認定者などの障がい者控除
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　本人または扶養している家族が介護
認定を受けている場合、一定の要件を
満たすときは確定申告をする際に障が
い者控除または特別障がい者控除とし
て一定金額が所得から控除されます。
　なお令和3年度から、みよし市内に
住所を有している控除対象者全員に
「障がい者控除対象者認定書」を1月下
旬に郵送します。認定基準日は令和3
年12月31日現在です。
【障がい者控除】
対象  65歳以上で要支援2以上と認定

を受け、次の全てに該当する人
①認定調査票および主治医意見書の障
　がい高齢者日常生活自立度が自立、
 J1、J2、A1、A2

② 認定調査票および主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度が自立、
Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb

【特別障がい者控除】
対象  65歳以上で次のいずれかに該当

する人
①要介護4、5
② 認定調査票または主治医意見書の障
がい高齢者日常生活自立度がB1、
B2、C1、C2

③ 認定調査票または主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度がⅢa、
Ⅲb、Ⅳ、M

申込  不要（令和３年12月31日以前に
対象者が死亡した場合、再交付、
過年度分の発行については申請が
必要）

豊田都市計画用途地域の
変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画用途地域の変更案を縦
覧します。この案に意見のある人は、
意見書を提出することができます。
期間  1月26日（水）～2月9日（水）
場所市役所4階都市計画課
他 変更案に意見がある人は、期間中

に任意の様式で都市計画課へ郵
送、または直接

　みよし市内では、自転車盗難の被害が増加しています。
特に駅駐輪場などにおいて、無施錠の自転車が盗難被害に
遭っています。被害を防ぐため、対策をしましょう。

カギかけは防犯対策の第一歩

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

● 自宅でも必ずカギをかけましょう　● 自転車の防犯登録をしましょう
●短時間の駐輪であっても必ずカギをかけ、丈夫なカギでツーロックしま
しょう　●見通しが良く明るい管理された駐輪場に駐輪しましょう

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

【対策】
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特設法律相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　相続や贈与、生活トラブルなどの法
律に関しての悩みや困りごとについ
て、一般社団法人FPみよしネットワ
ーク協会会員の弁護士や司法書士など
が相談に応じます。
　秘密は固く守られますので、お気軽
にご相談ください。
日時  2月18日(金)13：30～16：30（1

人30分以内）
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  2月1日(火)～15日(火)に市民課

へ電話、または直接

さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021

　年間およそ21万人（令和2年度実績）
が利用する「さんさんバス」の車内に、
広告を掲載していただく広告主を募集
します。
　今年の4月に路線を2路線から3路
線へ増やし、より多くの市民の皆さん
に利用していただけるバスへリニュー
アルします。詳しくはホームページを
ご覧ください。
内容車内の広告枠へ掲載（広告物は広       
　　告主の責任と負担で作成）
※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サ
イズ横）です。
期間 4月～令和５年3月の月単位
枠数 45枠（5枠×9台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。

費用月額1,000円／枠　
申込  1月28日（金）までに申込書（企画

政策課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、広告案と会社案内を添えて
企画政策課へ郵送または直接

愛知県特定最低賃金の改定
豊田労働基準監督署
☎0565-35-2323
N0565-35-2341
愛知県では令和3年12月16日から、

次の3業種の特定最低賃金額が改定さ
れました。

みよし市友好都市
ふるさと交流事業の
参加団体募集
観光協会　産業課内
☎34-6000  N34-4189
友好都市の北海道士別市、長野県木

曽町へ訪問交流する団体に補助金を交
付します。
対象市内在住・在勤・在学の4人以上で
　構成し、市内に活動拠点があり、
　士別市または木曽町の団体などと

　　交流活動を希望する団体
※3月末までに事業を完了する必要が
あります。
定員  抽選で年間2団体程度
※定員に満たなかった場合は、募集期
間終了後も随時募集します。
補助補助対象経費（交通費・宿泊費な
　　ど）の3分の1以内（上限あり）で、
　　1団体15人分まで
※詳細は応募要領（観光協会で配布）ま
たはホームページをご覧ください。
申込 事前申込書（観光協会で配布、ホ

ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、1月14日
（金）までに観光協会へ直接

カリヨンハウス2階図書コーナ
ーが広くなりました
市民情報サービスセンター
☎33-4150  N33-4151

カリヨンハウス2階図書コーナーの
工事が完了しました。個人学習スペー
スが広くなり、個室のテレワークスペ
ースを新設しました。ぜひご利用くだ
さい。
時間10：00～19：00
※毎週月曜日（月曜日が祝日・休日の
場合は翌平日）、年末年始（12月29日
～1月3日）は休館します。

国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア募集
国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局
☎052-961-4561
7月30日（土）から10月10日（祝）ま

で開催する、3年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営ボランティアを
募集します。
内容①展示作品の看視、会場案内など

②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど

③展示作品の案内など
期間7月29日（金）～10月10日（祝）
※内覧会を含みます。
場所 愛知芸術文化センター、一宮市

内、常滑市内、有松地区(名古屋
市)の各会場

申込 3月4日（金）（必着）まで
※募集条件、申込方法についてはホ
ームページをご覧ください。

ホームページ

特定最低賃金名 最低賃金額
（1時間）

鉄鋼業 996円

はん用機械器具製造業 968円

輸送用機械器具製造業 976円

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 松田（内線5303）

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

重要項目チェック項目 ※特に注意して確認をお願いします。
□ 連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス）
□ 日時・曜日・場所
□ 氏名（ふりがな）・団体名・名称

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
LGBT基礎講座～性の多様性に
ついて学ぼう～
協働推進課 ☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　LGBT（性的少数者）に対する正し
い知識を学び、理解を深めるための基
礎講座を開催します。
　皆さんの参加をお待ちしています。
日時  2月5日(土)10：00～12：00
場所  サンライブ講座室兼音楽室1・2
講師  NPO法人A

ア ス タ
STA

対象  どなたでも可
定員  抽選で30人　費用  無料
託児 5人（6か月～未就学児が対象）
申込  1月25日（火）までに、氏名、年

代、郵便番号、住所、電話番号、
託児を希望の場合は子どもの氏
名、生年月日を明らかにして、協
働推進課へ電話、ファクス、メー
ル、または直接

※ファクス送信後は、未着防止のた
め、協働推進課へ確認の電話をお願い
します。

防災ボランティアコ―
ディネーター養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　大規模災害が発生した際に被災者の
支援活動を円滑に行うため、被災者か
らの支援依頼と支援活動をするボラン
ティアとの調整をするボランティアコ

ホームページ

ーディネーターを養成します。
日時  1月30日（日）、2月5日(土）10：

00～16：00
場所  市役所3階研修室
対象  市内在住・在勤・在学で2日間とも

受講できる人
定員  抽選で30人　費用  無料
申込 1月17日（月）までに申込書（防災

安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メールまたは直接

防災リーダー養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

　大規模災害が発生した際､ 一人一人
が防災に関する知識や技術を身に付
け､ 対策を講じていれば、少しでも
被害を小さくすることができます｡
　そこで防災に対する正しい知識を
持ち､ 地域の防災活動の中心として
活躍する人材を養成するための｢防災
リーダー養成講座｣を開催します｡
内容  ①基礎編…防災に関する基礎的

な知識についての講義、②養成編
…防災リーダーに必要な知識と行
動についての講義と災害時を想定

した演習
※基礎編のみの受講もできます。基礎
編・養成編の両方を受講した人には、
修了証を交付します。
日時  ①2月6日(日)10：00～16：30、
　　②2月12日(土)10：00～16：30
場所  ①市役所3階研修室、②市役所3

階研修室、中部小学校体育館
対象  市内在住・在勤・在学の人
定員  抽選で30人　費用  無料
申込 1月21日（金）までに申込書（防災

安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メールまたは直接

出張！でんきの科学館
～地球温暖化とエネルギーの
仕組み～
環境課 ☎32-8018  N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
発電体験やクイズなど、エネルギー

の不思議を楽しく学べる体験講座の参
加者を募集します。
　お気軽にご参加ください。
日時  1月29日(土)11：00～12：00
場所  市役所3階研修室
対象  市内在住の小学４年生以上（大人

１人以上の同伴が必要）
定員  抽選で15組　費用  無料
申込  1月14日(金)までに環境課へ電話、

ファクス、メールまたは直接
※メール、ファクスの場合は①参加者
名②学年③保護者名④住所⑤連絡先を
明記し、タイトルに「出張！でんきの
科学館」と記載してください。

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

   1   
木1

火   42022

　　有料広告

みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021

ホームページ
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学校給食センター見学会
学校給食センター 
☎32-0100  N34-0199

内容  学校給食センターの見学と給食
の試食

日時 2月1日(火)10：00～12：30
場所  学校給食センター
対象  市内在住
定員  先着で10人
費用  300円（給食の試食代）
申込1月17日（月）～21日（金）9：00～
　　17：00に学校給食センターへ電話

人にやさしい街づくり地域セ
ミナー（オンデマンド配信）
都市計画課 ☎32-8021  N34-4429
内容  第一部…講演「世代を超えたふく

しの魅力」、第二部…クロストー
ク「あなたにとっての人にやさし
い街とは」

期間   1月15日(土)～ 2月20日(日)
講師  第一部…植草学園大学教授の野

の ざ わ
澤

和
かずひろ
弘さん、第二部…建築、子育て

支援、高齢介護の各分野の有識者
4人

視聴  次のURLまたは二次元
コードからYouTubeで
視聴。Shttps://bit .
ly/3b4YSG8

※視聴料は無料です。（通信費は自己負
担）
問合社会福祉法人あさみどりの風・ひ
　　とまち実行委員会 （☎34-5975、
　　{warabi@kazewarabi.com）

健康・福祉
ヘルスパートナーとみよしを歩
こう～みどりのこみちコース～
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
らみよしの魅力を再発見しませんか。
みよし市北部の境川周辺にある、自然
豊かなコースです。
内容  約5.3kmのコースを、約1時間30

分かけて歩く。
日時  2月4日（金）9：30～11：30（8：00

の時点で雨天の場合中止）

場所  福谷ハピネスホールに集合
対象  市内在住　費用  無料
申込  不要。当日、集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。
※過去にこの企画に参加したことがあ
る人は、名札を持参してください。

w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe 若年の認知症コミ

ュニティカフェでリフレッシュ
体操
きたよし地域包括支援センター
☎33-0791　N33-0786

　寒さでこわばった体をほぐし、幸せ
な気持ちを感じながら、楽しく脳と体
を動かしましょう。
日時 1月18日(火)14：00～15：30
場所三好丘旭1-4-8
講師  健康運動指導士の冨

とみなり

成祐
ゆうすけ

介さん
対象どなたでも可
申込不要。当日、会場へ直接

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

1月27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

若年の認知症
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、手作り
自分史、音楽に接するなど
（18日（火）は「リフレッシュ
体操」を開催します）

1月8日（土）・18
日（火）・28日（金）
14：00～15：30

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師
や看護師などによる相談

1月13日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、保健師や
社会福祉士などによる相談

1月25日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

1月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。
認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。※内容は変更となる場合があります。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

You Tube

みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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健康・福祉
家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
  手作り炭酸泉で日頃の疲れを癒しま
せんか。
内容手作り炭酸泉で足浴、大人用おむ
　　つなどの展示
日時 1月12日(水)10：00～11：30
場所市民活動センター１階キッズルーム
対象高齢者を自宅で介護している家族
費用200円
申込不要。会場へ直接

認知症介護家族交流会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  1月28日（金）13：30～15：30
場所  市役所4階401会議室
対象  認知症の（認知症と思われる）家族

を介護している人
申込不要。当日、会場へ直接

子育て
育児講座「人形劇」
子育て総合支援センター　
☎34-1250  N34-0501
日時 1月14日（金）10：15～10：45

ファミリー・サポート・センタ
ー会員募集と講習会
ファミリー・サポート・センター　　　
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228 

　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。会員になるための入会説明と
講習会を開催します。皆さんの参加を
お待ちしています。
内容①入会説明、②講義「子どもの事

故予防について」「心肺蘇生法につ
いて」（依頼会員は入会説明のみ）

日時 2月17日（木）9：30～12：00
場所子育て総合支援センター交流室
対象市内在住・在勤・在学で生後2カ月

から小学6年生までの子どもを養
育していて育児援助を受けたいと
思う人。市内在住で、心身ともに
健康で育児の援助をしてくれる
20歳以上の人

託児あり
申込 1月11日（火）～29日（土）9：00～

16：30にファミリー・サポート・
センターへ電話または直接（日・月
曜日を除く）

※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。

場所サンライブ軽運動室
出演人形劇サークル「ぐ･ちょき･ぱ」
対象 0歳以上の未就園児とその保護者
定員抽選で30組　費用 1人15円
申込 1月５日（水）～11日（火）9：00～

16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接（日・月曜日
を除く）

ママのための育児講座
「エアロ＆ストレッチ」
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501
日時 1月22日（土）10：00～11：00
場所サンライブ軽運動室
対象母親　託児あり
定員抽選で15人　費用 1人15円
持物上靴、ヨガマットまたはバスタオ

ル2枚
申込 1月７日（金）～14日（金）9：00～

16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接（日・月曜日
を除く）

ママと一緒に英語で遊ぼう
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内
☎36-5722  N36-5108
日時 1月26日（水）10：00～11：00
場所黒笹保育園遊戯室
対象1歳半以上の未就園児とその保護

者
定員抽選で15組　費用 1人15円
申込 1月12日（水）～19日（水）9：00～

16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

　　有料広告

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021



29

スポーツ
小・中学校の体育施設スポーツ開放
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
令和4年度の市内小・中学校の体育

館・武道場の有料開放について申し込
みを受け付けます。
　気の合う仲間とスポーツを楽しみま
せんか。
期間 4月9日（土）～令和5年3月11日

（土）（12月28日（水）～1月4日
（水）を除く）18：30～21：30（学
校行事などにより利用中止となる
場合あり）

対象  定期的（年間20回以上）に施設を利
用する計画がある市内在住・在勤・
在学の10人以上で構成する団体

費用小学校体育館…460円、中学校体
育館…全面640円、半面320円、
中学校武道場…300円

※1回の使用料金です。
申込 2月12日（土）までに、申請書（総

合体育館で配布）に必要事項を記
入し、スポーツ課へ直接

※市内の総合型地域スポーツクラブ、
みよし市スポーツ協会加盟団体の利用
を優先します。

令和4年度テニス協会
（硬式）会員募集
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
対象市内在住・在勤・在学
申込 1月20日（木）～2月20日（日）に、

申込書（総合体育館で配布、ホー
ムページからダウンロード可）を
総合体育館へ直接

キッズダンス体験会
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
①ZUMBA　KIDS体験会、②キラポ
ンダンスぷち講座体験会
日時  ①1月22日（土）10：00～11：00

② 2月19日（土）10：00～11：00
場所 緑と花のセンター研修室
対象  ①小学生、②年中・年長女児
※①については男児も可能です。
定員

費用

申込

①先着で15人程度、②先着で10
人程度
①②500円（当日集金）
①1月7日（金）、②1月14日（金）

9：00以降に体験会名、氏名（ふり
がな）、園・学校名、学年、電話番
号を明らかにして三好さんさんス
ポ ーツクラブへメール

採　用
令和4年度会計年度
任用職員の募集
人事課　
☎32-8351  N32-2165
会計年度任用職員を募集します。詳

しくはホームページをご覧ください。
申込  1月24日（月）までに「みよし市会

計年度任用職員登録申込書」（人事
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、人事課へ郵送または直接

心理士および視能訓練士の募集
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969
3月から働いていただける①心理士

および②視能訓練士を募集します。
勤務  ①月7日程度（原則第1・3木曜日

午前、第3金曜日午前を含む）、
②月2日（原則第1・3水曜日午後）

業務①健診事後教室で教室の運営補
助、母子の相談業務、②３歳児健
診でスポットビジョンスクリーナ
ーを用いた検査および視力検査

賃金   1回7,000円
対象   ①臨床心理士または公認心理師、

②視能訓練士の資格を持っている
人

選考  書類選考、面接
定員  ①②各1人
※詳細については健康推進課までお問
い合わせください。

伝言板
ガールスカウトと遊ぼう！
内容スカウト活動を一緒に体験しよう

～皆で鬼退治にいこう～
日時 1月16日（日）9：45～12：00
場所さんさんの郷
対象年長園児～小学3年生の女児とそ

の保護者
定員  先着で5組　費用  無料
申込安

や す だ
田初

は つ よ
代さんへ電話（☎090-

1985-6347）、またはショート
メール

ホームページ

　　有料広告

ホームページ

みよし市役所広報情報課 松田（内線5303）
☎0561-32-8357　N0561-76-5021



2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 10日（木）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 4日（金）13：30～16：30 市役所2階201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 15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 必要（前日まで）ふくしの窓口☎76-5663

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

の窓口 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009ふくしの窓口☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

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

成年後見相談 ①平日8：30～17：00、②2日（水）
13：00～17：00

①成年後見支援センター（福祉
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☎41-8063

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9：00～16：30（水曜日を除く） 市役所2階子育て支援課 不要 ☎32-8034

子育て相談
毎週火～金曜日9：00～16：00 子育てふれあい広場

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

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

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

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

営農相談 9日・23日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要 ☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

毎週月曜日10：00～16：00
毎週水曜日9：30～15：30
毎週木曜日13：00～17：00

教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 7日・21日の月曜日9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

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

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

若者のための職業相談 8日（火）9：00～、10：00～、11：00～
22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 8日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 9日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
夜間エイズ・梅毒検査 21日（月）18：00～19：00 不要

�☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査
1日・8日の火曜日9：00～11：00骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談 1日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337

検便・水質検査 毎週火曜日9：00～11：30（22日を除
く） 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。

市内の外国人登録者数：2,286人　市人口に占める割合：3.7%（令和3年12月1日現在）

記
後
集

編 　明けましておめでとうございます。本年も広報みよしをよろしくお願いいたします。
さて、皆さんはお正月にお餅を召し上がりますか？　わが家では年末に家族や親戚が
集まって、きねと臼で餅つきをします。つきたてのお餅はきな粉や納豆、大根おろし
と一緒においしくいただきますが、中でも私が好きなのは中に甘いあんこが入ったお
餅です。すぐに冷凍して後で焼いて食べるのですが、外はカリっときつね色でぷくっ
と膨らんだお餅は中のあんこも熱々なので、食べるときはやけどしないよう注意が必
要です。体がお餅のように膨らまないよう食べ過ぎにも注意したいと思います。（岡）

  

Museu de História e Folclore 
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
Muitas bonecas decoradas para o Festival das Meninas 
serão expostas. 
▶Período＝sábado, 22 de Janeiro até 21 de Março 
(feriado)
▶Local＝Museu de História e Folclore
▶Horário de Abertura＝9：00h às 16：30h.
▶Fechado＝às segundas-feiras(exceto 21 de Março)
▶Taxa de Visitação＝Gratuita

Annual Hina Doll Exhibition to Be Held
Miyoshi Folklore Museum
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
A large variety of numerous Hina dolls displayed during 
Hinamatsuri will be on exhibit at the Miyoshi Folklore 
Museum. 
▶Dates＝January 22(Sat)～March 21(National Holiday)
▶Location＝Miyoshi Folklore Museum
▶Museum hours＝9：00 
am～4：30pm
▶Closed＝every 
Monday(except March 
21)
▶Entrance fee＝none 
(free of charge)

（日本語の記事は14ページ参照）    

Centro de Informação ao Cidadão
☎0561-33-4150  N0561-33-4151
A construção do espaço da biblioteca no 2º andar 
do Carillon House foi concluída. O espaço de estudo 
privado foi ampliado e foi construído um novo espaço 
de Tele Work(teletrabalho)privado. Por favor, sinta-se 
à vontade para o utilizar.
▶Horário de Aberto＝10:00h às 19:00h
▶Fechado=às segundas-feiras(ou no dia útil seguinte 
se segunda-feira for feriado), feriado de final e 
começo de ano(29 de Dezembro a 3 de Janeiro)

（日本語の記事は25ページ参照）

O Espaço da Biblioteca no 2º andar do 
Carillon House foi ampliado

カリヨンハウス2階
かい

図
としょ

書コーナーが広
ひろ

くなりました

Carillon House 2nd Floor Study Corner 
Has Been Expanded

毎
まいとしこうれい

年恒例「ひな人
にんぎょうてん

形展」の開
かいさい

催
Será realizada a “Exposição Anual de 
Bonecas Hina Ningyo”

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

Citizen’s Information Service Center
☎0561-33-4150  N0561-33-4151
Construction work to expand the 2nd Floor Study 
Corner of Carillon House has been completed. The 
individual study space is now larger and individual rooms 
to be used as telework spaces have been added. Please 
feel free to make use of this facility.
▶Hours＝10：00am～7：00pm
▶Closed＝every Monday(however, if Monday is 
a holiday, the facility is closed on the next regular 
weekday). This facility is also closed for the year-end/
new-year holiday from Dec. 29～Jan. 3.
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今年の干支は今年の干支は

　今年は寅
とら

年です。虎は干支の3番目、食肉目
もく

ネコ科
の動物です。インドネシアや中国、ロシアやその周
辺国に生息していますが、日本列島に野生の虎はいません。虎は干支の動物のうち、唯一日
本に棲

す
んでいない動物。もっとも、辰

たつ
（竜）もいませんがこれは想像上の動物です。中国では

百獣の王といえば虎であり、古くから武勇や王者の象徴として扱われてきました。そんな虎
はことわざにも多く登場します。例えば「虎は千里往

い
って千里還る」は虎のような猛獣でも千

里（古代中国ではおよそ400㎞）走っても必ず子どものいる所へ戻ってくる親の深い情愛の例
えの他、たった1日の間に千里の道のりを往復できる虎は優れた身体能力と行動力を持ってい
るとると考えられ、そこから人や物事の勢いが盛んな様子の例えとして使われます。
　またまた中国伝来の十二支は植物の様子で例えられ、その年の特徴を表すとされています。十二
支支のの3番3番目となる寅年には、芽を出したものが「成長していく」年やこれから成長していく物事
の「の「象徴象徴が生まれる（始まる）」年といわれています。
　今年は今年は虎のように強く新型コロナウイルスに打ち勝てる一年になることを願いながら、前
向きな気向きな気持ちで新たなことにトライしてみてはいかがでしょうか。

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 1月4日（火）、2月7日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

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

みよし市公式フェイスブック

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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