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今月号の表紙
　9月27日、総合体育館で市
制施行10周年を記念して卓球
競技技術講習会が行われまし
た。ロンドン五輪団体銀メダ
リストの平

ひらの
野早

さ
矢
や か
香さんとの

ラリーに緊張の連続。

▪家庭教育だより　はぐくみ･･･15　　▪保健ガイド･･･18　　▪みよしインフォメーション･･･20

市政ニュース
▶令和元年度決算報告� 8
▶災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協定締結 � 10
▶�市民病院救急診療の休診 � 11

特集 地震に負けないまちへ。～三好池耐震工事～



　平成31年3月に着工したこの三好池耐震工
事。どうして工事をしているの？　三好池は
いつ元の姿に戻るの？　
　今回の特集では、三好池の耐震工事につい
てご紹介します。

工事を請け負う株式会社森組をはじめとする工事業者の皆さん。
夏の日差しが容赦なく降り注ぐ日も、冬の北風が吹き荒れる日も、このまちの未来のため、工事を続けます。

今、三好池では
耐震工事が行われていること、
知っていましたか？

地
震
に
負
け
な
い
ま
ち
へ
。
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――三好池のあゆみ
三好池の歴史と役割

愛知用水と三好支線+details

　三好池ができたのは1959年1月のこと。1957年11
月の着工から1年5カ月の工期を経て、愛知用水事業
の貯水池として築かれました。
　20世紀半ばに愛知県で始動した「愛知用水事業」。
恒久的な水不足に苦しむ知多半島に水を供給しよう
と、1948年に地元有志により愛知用水計画実現の
運動が開始、1955年に愛知用水公団が設立され、
1957年に着工しました。愛知用水は、幹線水路、支
線水路、貯水池などから構成。三好池は貯水池の一
つとして築かれ、他の水路や貯水池も急ピッチで工
事が行われました。そして、着工からわずか4年。
愛知用水は完成し、木曽川の水を知多半島まで引く
ことに成功しました。また愛知用水事業で築かれた
牧尾ダム（長野県木曽郡木曽町など）は、市の友好都

愛知用水取水口（岐阜県加茂郡八百津町）

みよし市みよし市

市木曽町との縁をもたらしました。
　三好池はもともと総貯水量26万ｍ3の曲り池をはじめ
とする4つの小さな池でしたが、貯水池として機能させ
るためそれらを統合。貯水量220万ｍ3を誇る現在の「三
好池」が誕生しました。三好池の誕生により、三好町域
内では水田や畑の整備、農道整備などの工事が活性化。
愛知用水事業による開墾面積は三好町全体で約167haに
及び、それまで耕地の少なかった明知上・下、打越、福
谷などの地区にも、耕地が著しく増えました。
　三好池は、愛知用水土地改良区の維持管理の下、現在
まで農業用水の貯水や下流への水量調整など重要な役割
を果たしています。また、三好池まつりやカヌーの全国
大会の会場となるなど、このまちに欠かせない存在と
なっています。

　各地へ支線を分岐
しながら南下。

幹線水路幹線水路
福谷分線福谷分線

三好池

三好支線
　幹線水路から日進市
で分岐し、刈谷市北部
まで配水。みよしの農
業の発展の礎となった。

　牧尾ダム（長野県）、味噌川ダム（同県）、阿木川
ダム（岐阜県）に貯水された木曽川水系の水は取水
口にたどり着く。そして取水口から幹線水路が始
まり、知多半島まで配水される。
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耐震診断結果+details
液状化による堤防の沈下（三好池の場合）

通
常
時

地
震
発
生

地
震
後

　三好池の土を採取し、コンピューター上でレベル2
地震動※をシミュレーション。液状化による堤防の沈
下量を計算しました。

①�堤防の基盤は砂の粒子や
水がからみあって安定し
ている。

②�基盤は激しく揺さぶられ、
砂粒子はバラバラになり
水に浮いた状態になる（基
盤の一部が泥水になる）。

③�堤防の重さにより泥水が
上から押されて横に流れ
出る。

④�泥水が流れ出ることで基
盤が沈み、堤防が大きく
沈下する。

結果

　レベル2地震動により、液状化に伴う堤防の沈下量が
許容沈下量1.0ｍ（三好池の堤防の機能を損なわない範囲
の沈下量）を超える可能性があることが判明しました。

結論

想定の地震 沈下量 耐震性能
南海トラフ地震（プレート境界型）約1.2ｍ NG
猿投-高浜断層地震（活断層型）約0.7ｍ OK

①有効応力動的解析

三好池の歴史を写真で振り返る。

　　　��1三好池の前身。手前から、下池、中池、曲り池、新池。中池、下池のある場所は、現在三好公園になっ
ています。2昭和32年11月5日、三好池築造工事着工。3三好池築造工事竣工。現在とは異なり、周囲に建物はあ
りません。4平成2年の三好池まつり。三好池まつりは、平成元年に水の恵みに感謝して山型に提灯を飾った船を
池に浮かべたことから始まり、平成2年から花火の打ち上げが行われるようになりました。5平成6年に行われた
「わかしゃち国体」。三好池はカヌー競技の会場となりました。6平成31年撮影の航空写真。7平成31年3月に撮影
された三好池。池辺には桜が咲く中、カヌーの練習が行われています。

写真

11

22 44

33

※レベル2地震動…�対象地点において現在から将来にわ
たって考えられる最大級の強さを持
つ地震動（例：南海トラフ地震）

堤防

沈下
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耐震診断の実施
　愛知用水の管理を行う独立行政法人水資源機構（以下：水資源機構）では、液状化が問題
視されるようになった阪神・淡路大震災のころから管内のため池などの耐震診断を実施。
三好池でも平成28年に「すべり安定解析」と「有効応力動的解析」を行いました。その結果、
想定されている南海トラフ地震が起きた場合、堤防基盤の液状化に伴う堤防の沈下が生
じる危険性があることが判明し、早急に耐震工事を行うことになりました。

――なぜ、工事が　　　？必要必要

55

66 77

※レベル1地震動…�構造物の供用期間中に発生する確率
が高い地震動

結果
検討場面 安全率 耐震性能
常時満水位 1.211 OK
中間水位 1.144 NG
最低水位 1.15 NG

　三好池の土を採取し、コンピューター上でレベル1
地震動※をシミュレーション。常時満水位、中間水位、
最低水位（図1）における、「すべり※」が生じる危険性
（安全率）を計算しました。

②すべり安定解析

※すべり…�堤防の土質は一定ではない。そのため、
地震により粘着力の弱い部分が重力で
滑り落ちることがある。

三好池 すべり発生すべり発生

　中間水位・最低水位では、すべりを生じさせない目
標値とする安全率1.2を下回り、耐震性能が満足しな
いことが判明しました。

結論

液状化懸念層
粘性土層

三好池の堤防断面と各水位のイメージ（図1）

最低水位

常時満水位

中間水位
直近10年の水位の幅

堤防

陸上競技場

すべりのイメージ
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方
法

―
―
工
事
の

　前記の耐震診断の結果を踏まえて、三好
池堤体耐震補強工事を実施することになり
ました。平成31年3月19日に着工し、主な
工法として鋼

こうかんくい

管杭圧
あつにゅう

入工と補強盛
もりど

土工が行
われています。
　現在、三好池の水位は工事のため下げて
おり池の底はむき出しですが、令和3年夏
ごろには元の姿となる予定。同年12月に竣
工予定となっています。

▲工事実施場所

　有効応力動的解析の結果から、堤防の沈
下を抑制するために実施。直径1.0～1.2m、
長さ15.5～32mの鉄製の杭を池側に199本、
陸上競技場側に212本横並びに打ち込み、壁
体を構築。地震による液状化懸念層の液状
化に伴う変位（泥水が横に流れること）を抑
制し、沈下を軽減します。

鋼
こうかんくい

管杭圧
あつにゅう

入工

三好池
陸上競技場●

池側（鋼管杭圧入工・補強盛土工）
陸上競技場側（鋼管杭圧入工）

▲鋼管杭＋補強盛土イメージ（堤防断面図）

堤防

三好池 陸上競技場側

液状化懸念層
粘性土層

鋼管杭

補強盛土
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　すべり安定解析の結果から、すべりを防止するために実施。すべりが起こ
りやすい場所に改良土による補強盛土をします。地震によって土砂がすべる
力が生じた際に、盛土がすべりを抑えます。
　また盛土に使用するのは、三好池内の土をセメントと混ぜたもの。池内の
土を利用することで貯水量の維持とコスト削減を可能にします。

補
ほきょう

強盛
も り ど

土工

陸上競技場

三好池

　工事を経て、三好池の堤防は南海トラフ地震に耐えうるものに生まれ変わります。来年12月、す
べての工事を終える予定の三好池。生まれ変わった三好池は、これからも末永く、私たちとともに。

　三好池は、外周がトリムコースになっており、地域の方に見
守られながら工事を進めています。時折、地域の方から現場の

工事を管轄する独立行政法人水資源機構からメッセージをいただきました。

鋼管杭

総合体育館

堤　防

message

　愛知用水は、令和3年9月30日
に通水開始60周年を迎えます。
独立行政法人水資源機構や関係機
関ではこの節目を記念して、愛知
用水について広く理解してもらい、
また子どもたちに愛知用水の大切
さを知ってもらうため
のさまざまな取り組み
を企画しています。独立行政法人水資源機構

愛知用水総合管理所独立行政法人水資源機構
鈴
すずき
木綾

あや こ
子技師（市派遣職員） ☎39-5460　N39-5464

ホームページ

作業員をねぎらう言葉をかけていただ
けたり、メッセージをいただいたりし
て、うれしく思っています。三好池を
より安全な池にするため、引き続き工
事を進めていきますので、よろしくお
願いいたします。

――地震に負けないまちへ。

AA

BB
AA

BB

11

22

33

44

　　　�1池側の鋼管杭圧入工事現場。鋼管杭の
太さは陸上競技場側より池側の方が太くなってい
ます。2鋼管杭圧入場所のイメージ。34陸上競
技場側の鋼管杭圧入工事現場。

写真
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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。
　令和元年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入372億9,421万9千円、歳
出348億5,106万9千円でした。前年度と比較すると、歳入で10億573万9千円の増額、
歳出で17億5,938万5千円の増額となりました。

　計画的かつ効率的な行財政運営により、令和元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、17億8,030万1千円の黒字決算と
なりました。

令和元年度

  決算報告
  財政課　☎32-8002
          N76-5021

※内訳と合計が一致しないの
は、端数処理によるものです。

用 語 解 説用 語 解 説

一般
会計

諸収入（2.5％）諸収入（2.5％）
7億4,101万9千円7億4,101万9千円

分担金及び負担金（0.9％）分担金及び負担金（0.9％）
2億7,749万7千円2億7,749万7千円

使用料及び手数料（0.8％）使用料及び手数料（0.8％）
2億2,878万4千円2億2,878万4千円

その他自主財源（0.2％）その他自主財源（0.2％）
5,062万1千円5,062万1千円

地方消費税交付金（3.9％）地方消費税交付金（3.9％）
11億7,576万2千円11億7,576万2千円

県支出金（3.5％）県支出金（3.5％）
10億3,698万5千円10億3,698万5千円

その他依存財源（2.0％）その他依存財源（2.0％）
6億1,317万9千円6億1,317万9千円

市債（1.2％）市債（1.2％）
3億6,450万円3億6,450万円

市税の内訳
市民税 88億9,252万4千円

固定資産税 70億363万4千円
都市計画税 9億1,771万2千円
市たばこ税 3億7,546万2千円
軽自動車税 1億2,441万5千円

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
おろしたお金

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（57.9％）市税（57.9％）
173億1,374万7千円173億1,374万7千円

繰入金（10.7％）繰入金（10.7％）
32億384万円32億384万円

繰越金（9.5％）繰越金（9.5％）
28億4,146万6千円28億4,146万6千円

国庫支出金（6.9％）国庫支出金（6.9％）
20億7,670万8千円20億7,670万8千円

民生費（25.2％）民生費（25.2％）
69億6,424万5千円69億6,424万5千円

教育費（21.1％）教育費（21.1％）
58億4,298万8千円58億4,298万8千円

衛生費（9.0％）衛生費（9.0％）
24億8,231万4千円24億8,231万4千円

公債費（3.7％）公債費（3.7％）
10億2,400万1千円10億2,400万1千円

消防費（3.5％）消防費（3.5％）
9億6,678万6千円9億6,678万6千円

農林水産業費（2.4％）農林水産業費（2.4％）
6億5,485万5千円6億5,485万5千円 議会費（0.8％）議会費（0.8％）

2億2,750万円2億2,750万円

商工費（1.6％）商工費（1.6％）
4億5,304万3千円4億5,304万3千円

その他（0.1％）その他（0.1％）
1,095万6千円1,095万6千円

総務費（18.5％）総務費（18.5％）
51億454万円51億454万円

土木費（14.1％）土木費（14.1％）
38億9,551万9千円38億9,551万9千円

歳出
276億276億

2,674万8千円2,674万8千円

自主財源自主財源
82.5％82.5％

歳入
299億299億

2,410万7千円2,410万7千円

依存財源依存財源
17.5％17.5％
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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（実質黒字の比率は9.86％、連結実質黒字の比率は16.40％）。
※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 44億464万3千円 42億7,869万円
介護保険特別会計 23億6,419万円 23億4,437万3千円
保険事業勘定 23億1,602万5千円 23億139万円
介護サービス事業勘定 4,816万5千円 4,298万3千円

後期高齢者医療特別会計 6億128万円 6億125万8千円
合　計 73億7,011万2千円 72億2,432万1千円

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 12.59
連結実質赤字比率　市全体の赤字の比率 － ※1 17.59
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 3.2 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 27億3,853万9千円
事業費用 29億9,831万円
事業収支 △2億5,977万1千円

資本的収入 2億8,460万9千円
資本的支出 4億5,237万8千円
資本的収支 △1億6,776万9千円

病院事業
区　分 決算額

事業収益 18億2,596万6千円
事業費用 18億7,555万2千円
事業収支 △4,958万6千円

資本的収入 9億2,262万4千円
資本的支出 8億7,941万3千円
資本的収支 4,321万1千円

下水道事業

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに
11万4,093円

社会福祉や高齢

民生費民生費

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに
8万3,626円

教育費教育費

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに
9万5,724円

総務費総務費 土木費土木費

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに
6万3,819円

衛生費衛生費

保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに
4万667円

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費消防費公債費公債費

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に
1万6,776円

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策に
1万5,839円

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに
1万728円

議会費

議会活動や議員
報酬などに

3,727円

商工費商工費

商工業の振興や
観光事業などに

7,422円

労働費労働費

勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

163円

暴風、豪雨、地
震などによる災
害の復旧に

16円

※令和2年4月1日現在の
人口6万1,040人で計算。

市民1人当たりに
使われたお金は…

45万2,601円

暴風、豪雨、地

災害復旧費災害復旧費
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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
  災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

  新型コロナウイルス感染症対策支援に関する寄付
　新型コロナウイルス感染症対策支援として、フェイスシー
ルドを寄贈いただきました。いただいたフェイスシールド
は、市民病院や学校などで感染症対策に活用させていただき
ました。ご支援を賜り、ありがとうございました。

■株式会社堀資材

寄付者一覧（10月1日時点）

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

　これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。火災を起こさな
いためにも、また火災の被害に遭わないためにも、次のことを心掛けましょう。

　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。

● 石油ストーブや石油ファンヒーターは使用する燃料を間
違えないようにしましょう。

● 燃えやすいもの（洗濯物、カーテン、ガスボンベなど）の
近くで暖房器具を使わないようにしましょう。

● 暖房器具は消費電力が大きいものが多いため、複数個口
の電源タップに接続する際は、接続する器具の合計容量
がタップの最大容量を超えないようにしましょう。

● ストーブの燃焼部および電熱部周辺を定期的に清掃し、
ごみやほこりが堆積しないようにしましょう。

暖房器具の取り扱いを再確認！

         NEWS 119 尾三消防　

●ごみ出しの際は、ごみ収集日を守りましょう。
●  郵便受けに郵便物をためたり、外から目につく
　場所に燃えやすい物を放置したりしないようにしましょ
　う。詳しくは、ホームページをご覧ください。

放火されない環境づくりの心掛けを！

全国一斉秋の火災予防運動
11月9日～11月15日

　令和元年度は、歳入総額38億
5,697万6千円に対し、歳出総額
37億9,814万 9千円で、執行率
98.5％となりました。
　消防広域化のスケールメリットを
最大限に活用し、地域住民の負託に
応じることができる強固な消防組織
を構築しました。
　今後も住民の信頼と期待に確実に
応え、安全・安心を守っていきます。

令和元年度尾三消防組合
一般会計決算

ホームページ

　10月5日、災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協
定の締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長と株式会社カナモト三好営
業所所長の佐

さ と う

藤直
なおちか

親さんが協定書に調印しました。この協定によ
り、市内に災害が発生または発生する恐れがある場合に、発電機
や土木用機械、空調機器などのレンタル機材の供給を受け、応急
復旧対策や早期の復興を行うことが可能となります。株式会社カ
ナモト東海ブロック長の伊

い と う

藤誉
た か し

史さんは「どんな災害がいつどこ
で起きるか分かりません。少しでも力になれればうれしく思いま
す」と話しました。

▲（左から）小野田賢治市長、株式会社カナモト伊藤誉
史東海ブロック長
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  防災行政無線などを用いた
  緊急地震速報訓練　
  防災安全課　☎32-8046　N76-5702

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。

区分 納付期限
固定資産税・都市計画税（普）3期 12月25日
国民健康保険税（普）

5期 11月30日
6期 12月25日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期
人口     61,234人（＋0人）
男性     31,433人（－13人）
女性     29,801人（＋13人）
世帯数  24,589世帯（＋6世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年10月1日現在）

　みよし市教育委員の松
まつもと

本美
み さ

佐さんの任期が、令和2年9
月30日をもって満了となり、10月1日から新たに近藤憲
司さんが就任されました。任期は令和6年9月30日までで
す。また、みよし市教育委員会は臨時教育委員会を開き、
今瀬教育長が教育長職務代理者に日比野直子さんを指名し
ました。

教育長職務代理者
日
ひ び の

比野直
な お こ

子さん
新委員

近
こんどう

藤憲
け ん じ

司さん

  市民病院救急診療の休診
   市民病院 ☎33-3300　N33-3308

  教育委員会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

電気事業法による病院内の電気設備点検実施のため、以下
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。

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他
の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するた
めに、公的年金に上乗せして支給されるものです。
　給付を受けるには請求書の提出が必要です。
対象次のいずれかに該当する人
① 65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯員全員
が市民税非課税となっている人で、かつ年金収入額とそ
の他の所得額の合計が約88万円以下

② 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、前年の所
得額が約462万円以下

申請

●新たに給付対象になる人は、日本年金機構から10月中旬
以降に送付されるはがきに必要事項を記入して提出

● 年金を受給しはじめる人は、年金の請求手続きと併せて
申請

  年金生活者支援給付金の申請
  保険年金課　☎32-8016 N34-3388
   豊田年金事務所 ☎0565-33-1123

　地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報
など、皆さんの安全に関わる情報をいち早くお届けするた
めに整備された全国瞬時警報システム（J

ジェイ

アラート）の緊急
地震速報訓練が全国一斉に行われます。それに伴い市内
54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、登録型の情報配信
サービス「みよし安心ネット」を用いて情報伝達を行いま
す。
※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5日（木）
10：00ごろ臨時休診日 臨時休診日 

11月14日(土)11月14日(土)
8：30～17：158：30～17：15



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
外の話題や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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　救急隊員間の連携や救急業務の強化を目的
に救急救命技術発表会が開催されました。み
よし消防署救急隊は、事業所で男性が胸痛と
呼吸困難を発症したという想定で発表。隊員
同士が連携して適切な救助活動を披露し、最
優秀賞を受賞しました。隊員の一人は「皆さ
んに安心していただけるように今日の発表を
生かしていきたいです」と話していました。

　市内で生産された富有柿で作った柿ゼリー
が給食で提供されました。柿は形や大きさな
どが規格外のものを使用。食品ロスの軽減と
地産地消を推進するとともに、子どもたちに
食べてもらうことで生産者の意欲向上につな
げます。柿ゼリーを食べた中部小学校の子ど
もたちは「柿のゼリーは珍しい」「柿の味が濃
くておいしい」と大喜びでした。 

　M
モ ネ
ONET　T

テ ク ノ ロ ジ ー ズ
echnologies株式会社の配車シ

ステムを利用した送迎バスの運行が始まりま
した。専用アプリによる送迎予約や子どもの
降車状況の通知、バスが自宅に近づいた際の
通知などが可能です。小

お の だ
野田賢

け ん じ
治市長は「この

サービスにより子育て支援をさらに充実させ、
今後の市の発展につなげたい」と期待を寄せま
した。

児童発達支援事業所よつば
送迎バス運行開始式
9月16日（水）児童発達支援事業所よつば

尾三消防本部
救急救命技術発表会
9月11日（金）尾三消防本部

柿ゼリーが給食に登場
9月30日（水）中部小学校



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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　グラウンド・ゴルフ協会が主催したこの大
会には約200人が参加し、32のグループに
別れて、距離の異なる16ホールに挑戦しま
した。大会は一打一打に「ナイス！」「惜しい
ね」など声を掛け合いながら、和気あいあい
と進行。参加した女性の一人は「久しぶりの
大会でうれしいです。楽しく頑張ります」と
笑顔で話していました。

　これから野菜作りを始めたい人を対象に行
われているこの講習。今回は白菜とブロッコ
リーの苗の植え付けと、大根の種まきなどを
行いました。指導員がそれぞれの野菜を育て
るポイントなどを説明した後、参加者たちは
支柱を使って間隔を計りながら茎が安定する
深さに苗を植えたり、水をあげたりしていま
した。

第2回野菜作り講習会
9月19日（土）さんさんの郷

コロナ対策倍返し
グラウンド・ゴルフ大会
9月18日（金）三好公園陸上競技場

　おやつを通して正しい食習慣を学んでもら
おうと、カルビー株式会社の社員を講師に招
いた授業行われました。小学生の一日のおや
つ量や食べる時間について話を聞いたり、お
菓子の製造過程をビデオで鑑賞したりして楽
しく学んでいました。女子児童の一人は「お
やつの量やパッケージの見方を知ることがで
きてよかったです」と話していました。

カルビースナックスクール
9月14日（月）北部小学校
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●●

●●

武
た け だ

田 蒼
あ お と

大くん
2歳のお誕生日おめでとう♡
にこにこ笑顔が素敵な蒼く
んが大好きだよ♡〔莇生町〕

2歳

渡
わたなべ

部 賢
け ん ご

吾くん
賢ちゃん1歳おめでとう！　生
まれてきてくれてありがとう。
大好きだよ～！！！〔三好丘桜〕

1歳

鹿
し か た

田 稜
り と

人くん
いつも笑顔のリト☆　もう
すぐお兄ちゃんだよ！　元
気に育ってね！　〔根浦町〕

2歳

松
まつうら

浦 涼
りょうま

真くん
これからもお兄ちゃん達と
仲良く大きく育ってね！　
大好きだよ♡　〔三好丘旭〕

1歳

竹
たけした

下 遥
は る が

琥くん
毎日元気いっぱいのはる
が、これからもすくすく大き
くなってね！　〔ひばりヶ丘〕

1歳

平
ひらばやし

林 澪
みお

ちゃん
よく寝て、よく食べて、よく
遊んで色々な事を経験して
おおきくなーれ★　〔莇生町〕

1歳

早
わ せ だ

稲田 結
ゆ い と

翔くん
いつもニコニコ笑顔のゆい
くん！　たくましくて優し
い子になってね！　〔三好町〕

1歳

小
こ じ ま

島 樹
き ら ん

蘭くん
2 歳お誕生日おめでとう♡
これからもたくさんの笑顔
をみせてねっ☆　〔東陣取山〕

2歳

対象 1月生まれで申し込み時に3歳未満で、過去に掲載実績がない子
申込  11月13日（金）までに、❶住所、❷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字程度）、❻ひまわりネットワーク「みよしTODAY」での放

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

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。

メール

11月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

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。

【応募方法】①答え（例：㋐）、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13日（金）必着
【10月号の正解】Ⓐ（応募67通、正解66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】今号の特集の感想を教えてく
ださい。

 問題  今月のクイズは、11月から新たに増える「認知症カフェ」
に関する問題です。□に当てはまるものを、㋐～㋓から
一つ選んでください。

あんみつ
カフェ

・オレンジ茶房

㋐taberu  ㋒yorokobu
㋑odoru   ㋓warau

ヒント今号のどこかに載っているよ ・にこにこサロン

オリーブオリーブ

●●

●●

最新の「認知症カフェ」

cafe？



家庭で実践睡眠教育

平成27年度「楽しい子育て全国キャンペーン」～家庭で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ～　三行詩優秀作品

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会会長賞（小学校の部）今回の三行詩今回の三行詩

　市内の小学5年生から中学3年生を対象に実施した日常生活に関するア
ンケートでは、「平日に電子機器を4時間以上使う」子の割合が増加。学校
再開後もその生活が続くことで睡眠時間が減少し、体調不良を訴えるな
ど、睡眠不足による症状が表れている子が見受けられます。

※令和2年度保健生活アンケートより

　睡眠不足は、成長の遅れ、ストレス、肥満やうつ病の危険因子になるといわ
れ、治療には時間が掛かります。次の方法で睡眠不足を予防・改善しましょう。

　睡眠は、疲労からの回復だけでなく体の成長にも関わる重要な
役割を担っています。今回のはぐくみは、子どもがよく眠れるた
めの家庭での環境づくりを紹介します。

　照明は真っ暗もしくは常夜灯にしましょう。暗い環境でないと
睡眠へと導くホルモンが分泌されず、眠りが浅くなります。また
布団や枕は体に合ったものを使うと眠りにつきやすくなります。

　一度体を温めてから、時間とともに体温が下がる
ことでスムーズに眠りに入ることができます。眠る
前にホットミルクやハーブティーなどノンカフェイ

　スマートフォンやパソコンなどの電子機器の
画面から発せられるブルーライトは、寝るため
のホルモンの分泌を阻害します。寝る1時間前
からは電子機器に触らないようにしましょう。

　市内の小中学校では、保健室で養護教諭
が健康相談に応じています。どうしても眠
れないときは保健室に行くように子どもに
教えてあげてください。

よく眠るために家庭でできることよく眠るために家庭でできること

みよし市の子どもたちの生活事情みよし市の子どもたちの生活事情

体温を調整して眠りを促す体温を調整して眠りを促す眠りやすい部屋づくり眠りやすい部屋づくり

電子機器の使用を避ける電子機器の使用を避ける

眠れない場合は養護教諭へ相談眠れない場合は養護教諭へ相談

明るく「おやすみ」明るく「おやすみ」

聞きました

ンの温かい飲み物を飲んだり、ス
トレッチやヨガなどで血流を良く
したりして体を温めると安眠につ
ながります。
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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 №16
はぐくみ



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（11月23日を除く）、11月24日
（火）、26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！

中部小学校前のイチョウ
　紅葉の季節となり、イチョウが色づき見
ごろを迎えています。黄金色に輝くイチョ
ウと秋晴れの青空とのコントラストが、み
よしの秋を彩ります。

イタロ・カルヴィーノ／再話
酒
さかい
井駒

こま こ
子／絵　関

せきぐち
口英
えい こ
子／訳

BL出版　請求記号E／サカ

　イタリアの農村に伝わるむかしばなし。王様
におさめる梨の代わりにされたペリーナ。心な
い者のうわさやいじわる、魔女のしかけた罠に
あっても、勇気を持って立ち向かい、素直で優
しい心を失わず、幸せをつかむ少女の話。

梨の子ペリーナ　イタリアのむかしばなし

上
うえさか
坂徹
とおる
／著

自由国民社　請求記号673.8／ウ
　数々の人気商品を売り出すスーパーマーケット
成城石井。モノが買ってもらえない時代に、なぜ
これほどまでに売れているのか。人気のスーパー
マーケットの秘密に迫る。人気の30の商品にス
ポットを当て、商品の仕入れや開発などの裏舞台
を紹介します。

成城石井　世界の果てまで、買い付けに。

おすすめ図書

　1階生活の本のフロアに「大人絵本コー
ナー」を開設しました。絵本というと子ど
ものための本というイメージがあります
が、最近では子どもと大人の垣根を超えて
楽しめる絵本が数多く出版されています。
絵本の魅力をもっと知っていただけたらと
思いますので、ぜひご利用ください。

内容 �大人も楽しめる深みのある絵本を紹介
日時 �12月13日（日）13：30～15：30
場所 �サンライブ3階会議室
講師 �子どもの本屋「本とごはん　ある日」店
主の榊

さかきばら
原悠
ゆうすけ
介さん

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で16人　費用 �無料
申込 �11月17日（火）9：00以降にサンライ
ブへ電話、または直接

一般図書

絵本

大人の絵本コーナー開設

図書館読書啓発事業
深みのある絵本の世界

16 広報みよし　2020年 11月号

図書館だより

みよしの景観百選
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 時のヒト　
作 者 名　鈴

す ず き
木　典

の り お
生

受 賞	 1992年度グランプリ　
設置箇所　三好丘桜公園
制作意図　過去から現在へと流れる時の中で、人と自然とのかかわり合いは変
化してきた。未来へ向けての人と自然との調和をテーマに自分の存在を考えて
みた。

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

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

　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。

12月の講座 　講座は原則予約が必要です。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。

ホームページ

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

5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ワラから作る。各定員5人。
申し込みは11月15日（日）まで

6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。予約不要

南
な ん て ん く ざ る

天九猿を作ろう 13：30～15：00 玄関などに飾る置物。先着で3人。裁縫道具・布を持参
12日（土） クリスマスリースを作ろう 13：30～14：30 アベマキドングリでかわいいリースを作る。先着で3人
13日（日） 折り紙教室 13：30～14：30 折り紙でサンタクロースを作る。先着で3人

19日（土） パステル画をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。先着で3人。ポケットティッシュ・新
聞紙を持参

26日（土）

布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 布を裂いて縄を作り、草履を作る。先着で３人。和はさ
み・綿の布を持参

篠
しのぶえ

笛教室 10：00～11：00 日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で3人（小学生3
年生以上）。篠笛持参

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
毎週土・日曜日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：00 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で10人

※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。

　ムクロジは、古くから庭や公園などさまざまな場所に植えられている
「木」です。「子どもが患

わずら
うことが無いように」という意味が込められてい

ます。ムクロジの果皮や果汁にはせっけんの主成分であるサポニンが多
く含まれ、古くからせっけんとして使われていました。また実の中の黒
くて硬い種子は、羽根突きの羽根や数珠に使われています。

無患子（ムクロジ）知
っ

てい
ますか? 石川家で探し

てみてね！
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▲

妊　婦Gravidez

教室名など 日　時 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。

－ －

パパママ教室
Curso p/ Papai e Mamãe

12月12日（土）
 9：00～10：30
10：30～12：00

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 各回4組 12月4日（金）

まで

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
12月9日（水） 生後7カ月ころ

の子 身体計測、離乳食の話 12人 12月2日（水）
まで

時間は予約時
にご案内いた
します。

歯 科 健 診
Exame odontológica 12月23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） 16人 12月16日（水）
まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
12月21日（月）令和元年11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 12月14日（月）

まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
令和3年1月12
日（火）

平成30年11月・
12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 令和3年1月5

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

教室・相談事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教室が中止となる場合があります。ご理解をお願いいたしま
す。ご相談のある人は、保健センターへお電話ください。なお今後の予定はホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症から身を守るためには、新しい生活様式を取
り入れながら、一人ひとりが健康な状態を維持しておくことが大切です。健康を維持するために、
バランスの良い食事、適度な運動、ストレスの解消、そして十分な睡眠を心掛けましょう。
　また、引き続き、3密の回避、手洗い、マスクの着用など感染対策を徹底していきましょう。

ウイルスに負けない体を作りましょう！

3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

12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。
●健診が中止になっていた影響でご案内が遅れています。対象者には順次ご案内しますので、
　お待ちください。

12月22日（火）

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

12月9日（水）

12月11日（金）

12月24日（木）

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

12月2日（水）

12月16日（水）

※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

▲

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
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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・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）

時間は受付時間

集団方式（保健センター）
※予約は健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行い、定員になり次第締め切ります。無料クーポン券をお持ちの人は、
予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。

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2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3年3月31日現在）の年齢です。また、がん検診には個人負担金免除
制度があります。無料クーポン券対象者には、5月中旬にクーポン券と案内文を郵送し
ました。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

検診名 日　時 対　象 費　用 託児  申し込み

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

12月3日（木）
　8：45～11：30

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）

無し 11月4日（水）8：30から受
け付け

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）

対象

女性がん検診無料クーポン券について
無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

　対象年齢の女性には、がん検診の無料クーポン券を5月中旬に個別に郵送しました。
検診を受診する際には、必ず無料クーポン券をお持ちください。

令和2年4月20日現在、市に住民登録があり、以下の条件を満たす人

●子宮頸がん検診
20歳（平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：令和2年4月1日 ●乳がん検診
40歳（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：令和2年4月1日

※上記の年齢の人で令和2年4月21日以降にみよし市に転入してきた人は、健康推進課へお問い合わせください。

6日（日）細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

13日（日）なかねクリニック
豊田市梅坪町8-3-9 ☎0565-37-8800

20日（日）しばはらクリニック
豊田市貝津町箕輪216-1 ☎0565-45-6633

27日（日）斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

30日
（年末）

なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

31日
（年末）

かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

※検診は要予約です。予約は、健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行ってください。定員になり次第締め切ります。無
料クーポン券をお持ちの人は、予約の際に申し出てください。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、令和3年3月31日まで託児を中止します。
※集団方式による検診は、例年より定員を大幅に減らしているため、予約が取りづらくなっておりご迷惑をおかけしております。受
診券に記載の医療機関一覧表にある医療機関でも検診受診は可能ですので、ご利用ください。
※子宮頸がん検診は、妊娠中の人、または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。また、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。
※乳がん検診は、妊娠中や授乳中の人（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受
けることができません。

医療機関一覧



20 広報みよし　2020年 11月号

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

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

※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
家庭の日  家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」「父母
や子どもへの感謝」などをテーマ
に30字程度にまとめたもの（作品
は個人によるもので、自作かつ未
発表のものに限る。短歌・川柳・会
話・手紙文など形式は自由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �11月2日（月）～30日（月）に応募作
品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号（市内在勤・在学の人は、
勤務先または学校名）を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、はがき、
ファクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は「青少年健
全育成啓発事業」に使用し、その場合
は氏名・年代を掲載しますのでご了承
ください。公表を希望しない場合は、
匿名希望と付記してください。

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24日（木）～28日（月）13：30

～16：00（土・日曜日を除く、28
日は市民活動センターのみ）

場所 �①市民活動センター1階多目的室、
②カリヨンハウス1階多目的室

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（月）
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・高校生への学習方法の支援
日時 �12月24日（木）～28日（月）13：15
～16：15（土・日曜日除く、28日
は市民活動センターのみ）

定員 �①・②ともに4人
賃金 �時給986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（月）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

若者のための職業相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860　N32-8222
　就職でお悩みの人と家族を対象に職
業相談を行っています。
日時 �毎週第2火曜日9：00～、10：00～、
11：00～、毎週第4火曜日13：00
～、14：00～、15：00～

場所 �ジョブサポートみよし
対象 �15歳～49歳の人とその家族
申込 �前日までにジョブサポートみよし
へ電話、または直接

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12日（木）～18日（水）8：30～
19：00（14日（土）・15日（日）は10：
00～17：00）

窓口 �女性の人権ホットライン（☎0570-
070-810）、LINE人権相談＠名古
屋法務局（検索ID：＠snsjinkensou

　　dan）

ホームページ

【対策】
●ハンドルロックなど、目に見える防犯対策の実施
●短時間でも車内に荷物を置いたままにしない
●ナンバープレートへの盗難防止ねじの設置
自動車関連窃盗情報報奨金制度
　犯罪検挙に結びつく有力な情報提供に対して、1万円の報奨金が支払わ
れます。不審者・不審車両を見たら迷わず110番通報をお願いします。

　令和2年8月末までの市内の犯罪発生件数は、昨年に比べて減
少していますが、自動車盗、車上狙い、部品狙いなど自動車関連
窃盗は増加しています。次の各種対策に努めてください。

自動車関連窃盗が急増中
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110
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人権擁護委員の委嘱
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　法務大臣から松

まつうら

浦喜
き し ち

七
さんが令和2年10月1日
から令和5年9月30日ま
でを任期に人権擁護委員
に委嘱されました。基本
的人権が侵されたと感じたときは人権
擁護委員にご相談ください。
問合 �市民課へ電話

特設人権相談所
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　12月4日から10日までは「人権週
間」です。市では特設人権相談所の開
設や啓発活動を実施します。人権擁護
委員が無料で相談に応じますので、お
気軽にご相談ください。
日時 �12月4日（金）・7日（月）9：00～
12：00

場所 �市役所2階202会議室
申込 �不要。当日会場へ直接

緑化補助制度
公園緑地課
 ☎32-8024  N34-4189
　都市緑化と都市環境の改善を目的に
市内の民有地の建物、敷地に行う緑化
や、市内の公有地で住民団体が行う植
栽などの活動にかかる費用を補助しま
す。着手前に申請書類の提出が必要で
す。着手後の申請については受け付け
できません。要件など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

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「その火事を　防ぐあなたに　金メ
ダル」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、すべ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。なお期
間中、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3つの習慣】
●寝たばこは、絶対やめる
●�ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する
●�ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

【火の用心4つの対策】
●�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する
●�寝具、衣類およびカーテンからの火
災を防ぐために、防炎品を使用する
●�火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器などを設置する
●�お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる

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。「くらしを支える
税」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に特設ページ
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」、ホームページ新
着情報などの各種情報提供
●�社会保障・税番号制度、ICTを利用し
た申告、納税手続きなどへの国税庁
の取り組み

【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
ーの内、各小学校から選出された作品

を展示します。
期間 �11月3日（火）～29日（日）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

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（月）です。第2期分の納付書は8
月にお送り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。

豊田税務署からのお知らせ
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）

【確定申告についてのお知らせ】
　確定申告には、自宅からパソコン・
スマートフォンでご利用いただける
e
イータックス
-Taxが便利です。確定申告に備え、
マイナンバーカードの申請手続き、ま
たは最寄りの税務署窓口でのID・パス
ワードの発行手続きをご検討くださ
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、より安全安心
なe-Taxをご利用ください。

【年末調整等説明会の開催中止】
　例年11月に開催していました年末
調整等説明会は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止および参加者の
安全を考慮し、中止します。ご不便を
おかけいたしますが、ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。なお年
末調整の各種情報は、国税庁
ホームページの年末調整特集
ページをご覧ください。

労働保険適用促進強化期間
豊田公共職業安定所 ☎0565-31-1400
　雇用形態にかかわらず、一人でも雇
った場合、事業主（農林水産の一部事
業を除く）は労働保険に加入する義務
があります。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018  N76-5103
●譲ります　すべり台、学習机・椅子
●譲ってください　北中学校男子ジャ
ージ上下・男子制服、三好中学校制服、
卓球台、ミニ耕運機

【譲りたい場合】
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

【譲ってほしい場合】
　11月5日（木）8：30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
※登録期間は3カ月です。

シルバー人材センター
入会説明会
シルバー人材センター
☎34-1988  N34-2831
対象 �市内在住でおおむね60歳以上の
健康で働く意欲のある人

日時 �①毎月第3水曜日14：00～15：00、
②12月・令和3年2月の第4水曜日
14：00～15：00

場所 �①生きがいセンター太陽の家、②
ビジターセンター（カリヨンハウ
ス内）

申込 �不要。当日会場へ直接

催し・講座
ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222

【女性向け就職支援セミナー】
　子育て中のママに向けた再就職まで
のステップ、子育てと仕事の両立につ
いてのセミナーを開催します。
日時�12月8日（火）10：00～11：30
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 こ

子さん
対象 �就職を希望する女性
定員 �先着で10人　費用 �無料
託児 �あり（6カ月～未就学児、11月26
日（木）までに予約が必要）

申込 �11月2日(月)～12月3日（木）の平
日にジョブサポートみよしへ電
話、または直接

【扶養の範囲で就職を希望する人への
セミナー】
　扶養の範囲内で働く年収や基準につ
いて、基礎的な制度を学びませんか。
日時�11月25日（水）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �豊田税務署職員
対象 �扶養範囲内の就職を考えている人
定員 �先着で10人　費用 �無料
託児 �あり（6カ月～未就学児、11月12
日（木）までに予約が必要）

申込 �11月2日(月)～19日（木）の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

男女共同参画ステップアップ
セミナー・スキルアップ講座
協働推進課
☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族が笑顔になれる講座に参加して
みませんか。詳しくはホームページを
ご確認ください。
内容 �①健康な身体と美しい立ち居振る
舞いを身につけるウォーキングレ
ッスン、②親子で一緒にお片づけ
マイスターになろう

日時�12月12日（土）10：00～11：30
場所 �おかよし交流センター
講師 �①一般社団法人ポスチャーウォー
キング協会認定スタイリストの
今
い ま い

井裕
ゆ う こ

子さん、②一般社団法人日
本清掃収納協会認定講師の櫛

く し だ

田
佳
よ し こ

子さん
対象 �①市内在住・在勤の女性、②市内
在住・在学の小学生と父親

定員 �①抽選で10人、②抽選で10組

費用 �500円
託児 �先着で5人（申し込み時に連絡）
申込 �11月20日（金）までに、住所、氏名、
子どもの氏名･年齢（②の講座のみ）、
電話番号、希望する講座名を明
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。

文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。皆さんのご参加を
お待ちしています。
内容 �福谷城跡、市場古墳、黒笹27号窯
跡、石川家住宅、帰西寺の見学

日時 �11月21日（土）９:00～12：00
対象 �市内在住・在勤
定員 �先着で10人
費用 �50円（傷害保険料）
申込 �11月1日（日）～15日（日）（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

第7回ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ
緑と花のセンター 
☎34-6111  N34-6161
　地元生産者などが新鮮でお値打ちな
野菜や果物・加工品・雑貨などを対面販
売します。ぜひお買い求めください。
日時 �11月14日（土）9：00～11：30
場所 �イオン三好店駐車場

※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

石川家住宅石川家住宅
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シルバー直売会
シルバー人材センター
☎34-1988  N34-2831
内容 �切り花、花苗、木工製品の直売、
焼き芋の販売

日時�11月13日（金）、12月15日（火）・
22日（火）9：00～15：30

場所 �生きがいセンター太陽の家

技能五輪全国大会・
全国アビリンピック
愛知県労働局産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
☎052-954-6884  N052-954-6978
　青年技術者や障がい者が各種目で技
能レベル日本一を競います。今回は無
観客開催のため、動画配信で実施しま
す。技術者の優れた技をぜひご視聴く
ださい。
内容 �①第58回技能五輪全国大会、②
第40回全国アビリンピック

期間 �①11月13日（金）～16日（月）、②
11月13日（金）～15日（日）

豊田工業高等専門学校
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
内容 �①女子中学生のための女子学生
による講座、②ミニチュアコン
クリート（消波ブロック）を作ろ
う！、③つくろう！　君だけの
ちっちゃなコンピュータ！

日時 �①12月12日（土）10：00～15：30、

②12月25日（金）13：00～16：00、
③12月25日（金）9：30～12：30、
13：30～16：30

場所 �豊田工業高等専門学校（豊田市
栄
えいせい

生町2-1）
対象 �①女子中学生、②中学生、③小
学4年生～中学2年生

定員 �①抽選で24人、②抽選で12人、
③抽選で各15人

申込 �11月30日(月)まで（詳細はホーム
ページを参照）

リサイクル工作教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎0561-38-2229
内容 �ガチョウのたまごを使った写真
立て作り

日時�11月12日（木）13：30～15：30
場所 �尾三衛生組合エコサイクルプラザ
定員 �6人　費用 �700円　託児 �あり
申込 �11月1日(日)までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

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、30
万球のイルミネーションが点灯します。
LEDカーテンや大型ツリー、ミルキーボ
ールとともに音楽と連動して演出する
光の世界をお楽しみください。

期間�12月5日（土）～令和3年1月17日（日）
※休園日は毎週火曜日（12月22日・29
日、1月5日を除く）、12月31日（木）・
1月1日（祝）・6日（水）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

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2
年7月に応募いただきました啓発書の
入賞作品をイオン三好店に掲示します。
期間 �12月1日（火）～25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歩きながら、み
よしの魅力を発見しませんか。
内容 �①お寺巡りコース（5.1km）、②史
跡巡りコース（3.7km）

日時 �①11月6日（金）、②12月4日（金）
9：30～11：30

場所 �①満福寺、②福谷ハピネスホール
に集合

対象 �市内在住の人　費用 �無料
申込 �不要、集合場所へ直接
※参加者は、当日自宅での体温測定を
お願いします。

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
家族介護者交流会「地域サロン」家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388
内容 �高齢者福祉サービスの使い方
日時 �11月25日（水）10：30～11：30
場所 �福祉センター2階教養娯楽室
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料�
申込 �不要。当日、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
　認知症介護の不安や困りごとを相談
し、交流しませんか。お気軽にご参加
ください。

内容 �ケアマネに聞く��もっと知ろう！
介護度に合ったサービス利用とケ
アマネ活用法

日時 �11月27日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202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
冬休み期間の放課後児童クラブ
入所申し込み受け付け
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
日時  12月24日（木）～令和3年1月6日（水）
8：00～18：00（土・日曜日、12月
29日（火）～1月4日（月）を除く）

※就労証明書などで必要性が認められ

た場合は、7：30～8：00、18：00～19：
00も利用できます。
※冬休みの日程変更に伴い、期間が変
わる場合があります。
対象  昼間、就労などにより家庭に保護
者のいない市内在学の小学生

費用  3,000円（冬休み期間中）
申込  11月2日（月）～20日（金）に申込用
紙(子育て支援課および各児童クラ
ブ(14：15～19：00)で配布)に必要
事項を記入し、就労証明を添えて
子育て支援課へ直接

※入所には優先基準があります。子育
て支援課または各児童クラブで配布す
る放課後児童クラブご案内をご確認く
ださい。
※募集人数は通年児童の受け入れによ
り変動があります。

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

　市では、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。歌を歌ったり、体を動かしたりしながら楽し

　障がいの有無にかかわらず、音楽に触れながら誰もが気楽に交流でき
る若年の認知症カフェを11月から新設します。ぜひご利用ください。

オリーブ

オレンジ茶房

あんみつカフェ

warau�cafe

にこにこサロン・

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

11月26日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔寿会
ケアハウス寿睦苑（福
谷町寺田4）

無料
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

warau�cafe 参加者同士の談話、音楽演奏、
若年の認知症カフェ

11月28日（土）
13：00～15：30 三好丘旭1-4-8 200円

きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

あんみつカフェ 脳トレ、催しなど 開催未定 みよしの家（西一色町
猿投松） 500円

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師に
よる相談

11月12日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室兼
音楽室1・2 無料

なかよし地区地域
包括支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、創作活動、
保健師や社会福祉士による相談

11月17日（火）
10：00～11：00

サンライブ和風講座
室 無料

みなよし地区地域
包括支援センター
☎33-3502

認知症カフェ

w
ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe

■11月の開催予定

市内5カ所で開催しています

い時間を過ごしませんか。事前の申
し込みは不要ですので、お気軽にご
参加ください。また、講座をお手伝
いしていただける人を募集していま
す。詳しくは各講座の問い合わせ先
へご連絡ください。

NEW!
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三好丘地区子育て支援センター
の育児講座
みどり保育園内  ☎36-0785   N36-5675

【絵本の読み聞かせ】
日時  11月25日（水）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳～3歳未満の子とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  11月11日（水）～18日（水）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

【あかちゃんマッサージ】
日時  12月11日（金）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳未満の子とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  11月27日（金）～12月4日（金）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

子育て総合支援センター
の育児講座
☎34-0500  N34-0501

【絵本の読み聞かせとわらべ歌】
日時  11月13日（金）10：00～11：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  2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  10月30日（金）～11月6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

【ことばの育ち～かかわり方・遊び方の
ヒント～】
内容  親子で言葉を育てるヒントを学ぶ
日時  12月8日（火）10：00～11：00

   11   日
金11

   12020

　　有料広告

場所  子育て総合支援センター交流室
対象  2歳～就学前の子を持つ保護者　
定員  抽選で15人　費用  1人15円
託児  あり
申込  11月24日（火）～12月1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

スポーツ
脂肪燃焼エアロ講座追加募集
三好さんさんスポーツクラブ
☎･N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
日時  11月12日・26日、12月10日の木
曜日10：15～11：15

※令和3年1～3月は5回開催予定です。
場所  明知上公民館　定員  先着で10人
費用  3,500円（1回無料体験可）
※年会費（後期分）1,500円、スポーツ
安全保険1,850円が別途必要です。
持物  ヨガマット、室内シューズ
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に、氏名、電
話番号を明らかにして、三好さん
さんスポーツクラブへメール、電
話、または直接

第31回みよし市スポーツ協会
総合体育大会
スポーツ協会　総合体育館内��
☎32-8027　N34-6030
　各競技の応援にぜひお越しください。
内容  ①軟式野球、②空手道、③陸上、
④弓道、ソフトテニス、ソフトボ
ール、⑤ゲートボール、⑥テニ

ス、⑦バドミントン、⑦・⑨バス
ケットボール、⑧卓球

日時  ①11月1日（日）、②6日（金）、③7
日（土）、④8日（日）、⑤13日（金）、
⑥14日（土）、⑦22日（日）、⑧28
日（土）、⑨29日（日）

※グラウンドゴルフは開催済みです。

伝言板
着付け・日本舞踊子ども教室
内容 �着付け・日本舞踊
日時 �11月10日から指定した火曜日の
17：00～18：00、18：00～19：
00（全10回）

場所 �おかよし交流センター
対象 �小学生以上（初回は保護者同伴）
定員 �先着で各10人　費用 �無料
申込 �日本舞踊瑞鳳流へメール（{info@
　　zuihouryu.jp）または電話（☎052-
　　-217-8729）

不登校・発達障害のサポートに
ついて考える
内容 �不登校や発達障害に関する臨床心
理士の講演、経験者へのインタビ
ュー、交流会、相談会

日時 �11月29日（日）13：30～16：30
場所 �サンライブ会議室1～3
対象 �子どもの不登校や発達障害などで
お悩みの保護者、当事者、支援者

費用 �無料
申込  11月24日（火）までにNPO法人カモ
ンフォーニッポンの古

ふるかわ
川貴
たかよし
義さんへ

メール（{cfn.nagoya@gmail.com）
または電話（☎080-4679-6934）

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
(お問い合わせ・ご予約) (リハビリ直通)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

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）13：00～16：00 市役所3階研修室5 不要
法律相談 11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 15日（火）13：00～16：00 市役所2階202会議室 不要

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

年金相談 9日（水）13：00～16：00 市役所1階相談室 必要 保険年金課☎32-8016
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

きたよし地区地域包括支援セン
ター（ケアハウス寿睦苑内）

必要（前日まで）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

なかよし地区地域包括支援セン
ター（福祉センター内）�

なかよし地区地域包括支援
センター☎34-6811

みなよし地区地域包括支援セン
ター（みよし市民病院内）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

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 子育て支援課
☎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 市役所2階子育て支援課 不要 子育て支援課☎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）協働推進課☎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（前日まで）緑と花のセンター☎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（月）・21日（月）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）ジョブサポートみよし☎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
エイズ・肝炎・梅毒検査

１日（火）・8日（火）9：00～11：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安
全課��☎0566-21-4797骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談 15日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337

検便・水質検査 毎週火曜日（29日を除く）9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在（西陣取山90）
水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎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：2,206人　市人口に占める割合：3.6%（令和2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

　今回の編集後記は、インターンシップで広報情報課に来てくれた大学生のフレッ
シュな感想をお届けします。

　広報紙の作成や取材を体験さ
せていただき、市の魅力や情報
を伝える仕事に携わりたいとい
う想いが強くなりました。（辻）

　「広報みよし」の作成に携わら
せていただき、情報を発信する
ということの難しさや、重要性
を学ぶことができました。（楓）

Fechamento do Atendimento 
Emergencial do Hospital 
Municipal de Miyoshi
Hospital Municipal de Miyoshi
☎0561-33-3300  N0561-33-3308
Devido à inspeção do equipamento 
elétrico do hospital de acordo com 
a Lei do Comércio de Eletricidade, 
o atendimento médico de 
emergência estará encerrado nos 
seguintes horários.
▶Quando＝14 de Novembro 
(sábado) das 9：00~17：00

Miyoshi Municipal Hospital 
Emergency Care Closed 
One Day
Municipal Hospital
☎0561-33-3300  N0561-33-3308
To undergo an inspection of hospital 
equipment as required by the 
Electric Utility Industry Law, Miyoshi 
Municipal Hospital’s emergency care 
service will be closed during the time 
shown below.
▶Closed＝November 14 (Sat) 9：
00～17：00

Faremos uma "Coletânea de 
Selos-Movimente-se em Casa"
Setor de Esporte
☎0561-32-8027  N0561-34-6030
▶Conteúdo＝Haverá um prêmio 
por sorteio para quem tiver 
estabelecido e alcançado metas de 
atividades físicas que podem ser 
feitos em “casa” ou no “bairro”. 
Por favor junte-se a nós! 
▶Período de Realização＝A partir de 
1 de Novembro de 2020 (domingo) 
até dia 10 de Dezembro (quinta-feira)
▶Período de Inscrição＝A partir 
de 10 de Novembro (terça-feira) até 
dia 10 de Dezembro (quinta-feira)
▶Método de Inscrição＝Preencha 
o formulário de inscrição (Obtenha 
no Setor de Esportes, Setor de 
Educação e Escola do 2º Andar 
da Prefeitura, no Sunnet ou baixe 
do site da prefeitura) e envie para 
o Setor de Esportes (Ikenohara, 
Miyoshi-cho, Miyoshi-shi, 470-
0224)  1), por fax ou diretamente, 
ou diretamente para o Setor de 
Educação e Escola ou o Sunnet

Stamp Rally to Encourage 
Exercising at Home To Be 
Held
Sports Div. 
☎0561-32-8027  N0561-34-6030
▶Description＝Upon completing 
the exercise tasks at home or in the 
neighborhood, participants can apply 
for a lottery and winners will be 
awarded prizes. All Miyoshi residents 
are encouraged to participate.
▶Rally time period＝November 1 
(Sun) – December 10 (Thu), 2020
▶Application for rally lottery＝
November 10 (Tue) – December 
10 (Thu), 2020
▶How to apply＝Applications are 
available at the Sports Division, 
Board of Education on the 2F of 
Miyoshi City Hall, and Sannet, 
or it can be downloaded from 
the Miyoshi City home page. Fill 
in the goals that were achieved 
on the application along with 
the other necessary information 
and either mail it by post to the 
Sports Division (1 Ikenohara 
Miyoshi-cho Miyoshi-shi 〒470-
0224), fax it, or bring it directly to 
the Board of Education on the 2F 
of Miyoshi City Hall or to Sannet.

「自
じたく

宅で体
からだ

を動
うご

かそうスタンプラ
リー」を実施します

（日本語の記事は裏表紙参照） （日本語の記事は11ページ参照）

みよし市
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
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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

市政情報番組

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。

●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2日（月）、12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

スタンプ
自宅で体を動かそう

問い合わせ：スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

実施期間：11月１日（日）～12月22日（火）

ラリー

応募期間：11月10日（火）～12月22日（火）

　　　　　市内在住
　　　　　応募用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サ
ンネットで配布、ホームページからダウンロード可）に実施
したお題など必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-
0224みよし市三好町池ノ原1）、ファクス、直接、または市役
所2階教育委員会、サンネットへ直接
　　　　　抽選発表については、当選者への通知をもって、発
表に代えさせていただきます。

　「新しい生活様式」における運動促進のため、スポーツ推進委
員会によるスタンプラリーを実施します。「自宅」や「近所」でで
きる、体を動かすお題に挑戦しませんか。お題は手軽にできる
内容です。みなさん奮ってご参加ください。

3つのお題を達成して応募すると

　  抽選で賞品が当たります！

対 象

例えば、
こんなお題！

◆やってみよう、エクササイズ！

◆やってみよう、レクリエーションゲーム！

簡単にできる多くのエクササイズを紹介しています

子どもにおすすめ。
箱積み競争

ホームページ

そ の 他

応募方法

箱積み競争動画
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