
関連
施設

図書館学習交流プラザサンライブ

開館時間／午前9時から午後9時まで、日曜日は午
前9時から午後6時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は翌平日が休館

〒470-0224 愛知県みよし市三好町湯ノ前114
電話 0561-34-3111
FAX 0561-34-3114

文化センター サンアート 歴史民俗資料館勤労文化会館
ふるさと会館

〒470-0224 愛知県みよし市三好町大慈山1-1

開庁時間／午前9時から午後9時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月3日）
ただし、月曜日が祝日の場合は開館

電話 0561-32-2000
FAX 0561-32-3232

〒470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山44-1

開館時間／午前9時から午後4時30分まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平
日が休館

電話 0561-34-5000
FAX 0561-34-5150

図書館と生涯学習センターの複合施設

文化・芸術の拠点

みよし市の歴史を学ぶならここ！

少
人
数
学
級

point

01

生
涯
学
習
講
座

point

02

心のふれあいを大切に市
民の皆さんに信頼される
医療を行います。誰もが
安心して暮らせるまちを
目指して保健・福祉との
連携を推進しています。

Aiming to improve regional medical care
We value the contact of our hearts and provide medical 
care that is trusted by the citizens. We are promoting 
cooperation with health and welfare with the aim of 
creating a city where everyone can live with peace of mind.

地域医療の
向上を目指して

通院が困難になってしまった、自宅で医師の診察
を受けたい、終末期を在宅で過ごしたい、など、
患者やその家族の希望に応えるため医師が居宅
を訪問して療養上の管理や指導を行っています。

Home medical care
In order to meet the wishes of patients and 
their families, such as when it has become 
difficult to go to the hospital , want to see a 
doctor at home, or want to spend the end of 
life at home, doctors visit the home to manage 
and instruct medical treatment. I am doing.

在宅医療

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく
日常生活を過ごせるまちを目指して、認知症の人
を地域で支える環境を整え、認知症の人やその家
族が安心できる仕組みの充実を図っています。

Aiming for a city where people can live with 
peace of mind even if they have dementia
Aiming to create a city where people with 
dementia can live their daily lives in a familiar 
area, we are creating an environment that 
supports people with dementia in the area and 
enhancing a system that allows people with 
dementia and their families to feel at ease.

認知症になっても
安心して暮らせるまちをめざして

新しいことを始めたい、さまざま
なことを積極的に学びたい気持
ちを応援するため、幅広い分野
にわたる講座で学習の機会を提
供しています。

We support your challenge and 
your learning
In order to support the desire 
to start new things and actively 
learn various things, we provide 
learning opportunities in a wide 
range of courses.

あなたの挑戦、
あなたの学びを
応援します

01.認知症サポーター養成講座／02.認知症カフェ

01.

01.一人一台のタブレット端末
02.大型提示装置を活用した授業

01.

02.

市
民
病
院

point

04

01.「クリスマスのハンギングバスケット」
02.「鉛筆1本でアートしよう」

02.

01.

02.

住 む 人
み ん な の
笑 顔 が 輝 く
" こ の ま ち "
が 好 き

Residents everyone's Smile shines "this town" like
学び・福祉・健康

みよし市では、市民の皆さんが親しみを持ちながら楽しく
健康づくりに取り組むことができるように、平成23年7月
にみよし市健康づくりキャラクター「キューちゃん」が誕生
しました。

Miyoshi City Health Promotion Ambassador "Kyu-chan"
In Miyoshi City, the Miyoshi City Health Promotion 
Character "Kyu-chan" was born in July 2011 so that 
citizens can enjoy working on health promotion while 
having familiarity.

みよし市健康づくり大使「キューちゃん」 QOL（生活の質）の頭文字から
名付けられたんだ
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緑と花のセンターさんさんの郷

開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）

〒470-0213 愛知県みよし市打越町三百目153
電話 0561-34-6111
FAX 0561-34-6161

三好公園総合体育館

開館時間／午前9時から午後9時まで、日曜日は午
前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）

〒470-0224 愛知県みよし市三好町池ノ原1
電話 0561-34-3131
FAX 0561-34-6030

貸し農園やバーベキュー施設があるよ♪

市内小中学校の全学年で35人学級体制を実施しています。
少人数学級による利点を生かし、個に応じた効果的な指導を
行うことができる教育環境の実現を目指しています。また、
児童生徒一人一人にタブレット端末が導入され、ICT機器の
整備が進んでいます。ICTを活用した授業改善を積極的に進
め、児童生徒の学びを豊かにする授業を展開していきます。

Careful teaching for each student
We have a 35-student class system for al l grades of 
elementary and junior high schools in Miyoshi.  We are 
aiming to be realized an educational environment where 
we can provide effective teachings for each student by 
taking advantage of the small class system.  In addition, we 
promote equipping schools with ICT devices such as 
providing a tablet terminal for each student.  We will 
promote improving the contents of lessons proactively by 
using ICT, and provide high-quality lessons for students.

一人一人に対するきめ細かい指導

スポーツの拠点

みよし市民病院

外来受付時間／午前8時から11時30分、午後0時
45分から4時まで
休診日／土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日か
ら1月3日）
※外来受付時間・休診日は、診療科目によって異な
ることがあります。

〒470-0224 愛知県みよし市三好町八和田山15
電話 0561-33-3300
FAX 0561-33-3308

市民の健康を守る
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