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みよしの特産品「梅」
　みよしの特産品といえば、何を思い浮かべますか。柿、ナシ、ブドウ――？
今日からは、梅も仲間に入れてもらえませんか？
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　みよし市のほぼ中央に位置する、莇生地域。ここで
梅栽培に尽力する、あざぶ梅栽培振興協議会（通称：梅
組合）の古

ふるかわ

河正
まさよし

良さん、塚
つかもと

本錞
じゅん

さんに話を聞きました。

みよしの梅の歩み

▲2月下旬、手作りの花見のチラシを手に微笑む、古河
正良さんと塚本錞さん

▲上…2月下旬、咲き誇るしだれ梅、
下…広大な梅畑

　平成11年、愛知県は点在している畑や遊林農地を整
備する、畑地帯総合整備事業を実施。この整備された
土地を使って、高齢者や会社勤めの人が多い中でも、
何かできることはないか――。そこで白羽の矢が立っ
たのが「梅」でした。

梅栽培のはじまり

あざぶ梅の里
　梅栽培が行われることになった「あざぶ梅の里」と呼ばれるこの地
は、三好池北側のウォーキングコースに隣接。約8ヘクタールの栽培
面積を誇り、多い年には8トンもの梅の実が収穫されます。
　また、梅の里には観賞用にと紅白のしだれ梅も植えられ、例年2月
中旬から3月上旬にかけて見る人を楽しませてくれます。

4種類の梅を栽培
　あざぶ梅の里では現在、小梅、改

かいりょううちだ

良内田、玉
ぎょくえい

英、南高の4品種を栽
培。特に、小梅や改良内田、玉英は、みよしの土地に適しており、収
穫量の多くを占めています。

丁寧な作業がおいしい梅の理由
　「虫食いはおいしい証

あかし

」ということは梅にはありません。傷があ
ると傷口の周りが固くなって舌触りが悪くなったり、漬けている
間にカビが生えやすくなってしまいます。
　4月には、虫食いができないよう、数日間かけて丁寧に消毒作
業を実施。JAによる残農薬検査を経て、例年5月中旬から収穫が
始まります。収穫のときには、一粒一粒傷が付かないよう細心の
注意を払ってもぎ取ります。そして、熟練の会員たちが手作業で
梅を選別。丁寧な作業が積み重ねられた後、ようやく皆さんの元
へ届けることができます。
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　みよしの梅の加工食品を販売している、JAあいち豊田女性部三好支部加工クラブ
「ひめ娘

こ

」（通称：ひめ娘）。代表を務める加
かとう

藤志
し ず か

津香さんに、話を聞きました。

梅を身近に

　10年ほど前、義父から梅畑を受け継いだ加藤さん。梅干しや梅ジャム
を作り、小規模ながら、梅ジャムは販売もしていました。しかし梅干し
は、青梅ではなく、黄色くなってから収穫する完熟梅をこだわって使
用。そのため、収穫や加工には手間がかかり、販売するほどの量を作
ることができませんでした。
　2年前、以前から所属していた加工クラブの仲間に、その梅干しを
紹介することがありました。すると「完熟梅で作った梅干しを食べたの
は初めて。こんなに美味しく作れるのね！」と大好評。「みよしの梅で
作って売ってみようよ。こんなに美味しく作れるなら、売れるかもし
れない。きっとみよしの名物になるよ」そんな多くの仲間の声を受け、
加藤さんは、みよしの梅で作った梅干しの商品化を目標に「ひめ娘」を
立ち上げました。

ひめ娘の始まり　みよしの名物を作ろう

　16人で始まったひめ娘。昨年の産業フェスタでは、梅干しだけでなく梅
ジャムの販売にも挑戦。独自のレシピで作製した梅ジャムは、青梅で作る
「青」と完熟梅で作る「赤」の二種類で、酸っぱ過ぎない、まろやかな口当た
りが自慢です。「ヨーグルトに入れたり、クラッカーに付けたり、煮物の
彩りに添えてみたり。梅は何にでも合いますよ。ぜひいろいろ試してみて
ほしいです」と笑顔を見せます。

町で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。
今よりもっと、みよしの梅が
皆さんの身近なものとなりますように。 ▲ひめ娘の皆さん。現在会員は12人。JAあいち

豊田三好ステーションの「あぐりん」で活動。

こだわり抜いた梅製品

　発足から2年目を迎えたひめ娘。「今後は二次加工を
もっと勉強して、赤シソのふりかけを販売したり、ドレッ
シングを作ったりしてみたい」と目を輝かせます。「仲間が
あってこそ、今のひめ娘があります」そう目を細めた加藤
さん。今後も、ひめ娘の夢は続きます。

ひめ娘の夢 ▲上…漬けたばかりの梅干し、
下…昨年のひめ娘の活動の様子

　そしてひめ娘の思いを聞き、梅組合も賛同。通常は青梅で全て収穫
してしまうところ、ひめ娘の梅干しに必要不可欠な「木で熟した完熟
梅」を用意してくれました。
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青梅の直売

みよし梅ワイン あざみ野

ひめ娘お手製

ひめ娘お手製

ロングセラー商品

梅といえば　まずはこれ！

莇生集荷場
※5月中旬～6月初旬の収穫期間中、直売を開催します。
なお、火曜日と土曜日は定休日です。

販売所

販売所

販売所

販売所

（莇生公民館近く）

　酸っぱさ控えめで、子どもでもパクパク食べられる
梅ジャム。さわかな風味が特徴の青梅と、梅の味を
しっかりと感じる完熟梅の二種類。1つ500円。

　梅組合が丹精込めて栽培した青梅です。傷の少ない
きれいな梅だから、加工途中のカビなど、困りごとも
抑えられます。梅ジュースや梅酒、梅干しづくりに。
　他にも、梅農家直伝！　青梅をそのまま車の中に一
粒置いてみてください。さわやかな香りに癒されます。

梅ジャム

梅干し

2 JAあいち豊田　グリーンセンター三好店
（三好町上砂後16-1　☎34-5115）

2 JAあいち豊田　グリーンセンター三好店

　収穫や加工が難しい完熟梅をこだわって使用。完熟
梅のため皮が薄く、口の中に入れると、とろっととろ
ける珠玉の一品。1つ550円。

※現在は売り切れ中。

産業フェスタでも販売予定です。お楽しみに！

4 プレジール　アイモール三好店
（三好町青木88）

3 イオン三好店 （三好町青木91） 5 中根酒店 （莇生町郷95　☎32-2647）

2 JAあいち豊田
グリーンセンター三好店

　県内のワイン工場で製造されて
いる梅ワイン。梅酒のような梅の甘
みと、ワインのさわやかな香りが
合わさる珠玉の商品。店頭価格。

梅梅
MAPMAP

2
3

5
1あざぶ梅の里

4

5
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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
  令和2年度の区長の皆さんを紹介します　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　4月3日、令和2年度の区長の皆さんへ委嘱状が交付されました。区長の皆さんに
は、区長会で市からの連絡事項や依頼事項を確認した後、行政区間の連絡調整など
を行い、より良い行政区運営ができるよう努めていただきます。

敬称略、行政区順
※記載している電話番号は、区長への
連絡先です。

会長

副会長
松
まつもと

本 耕
こういち

一

鈴
す ず き

木 重
しげはる

春

山
やました

下 正
しょうご

午

岡
おかもと

本 貞
さだゆき

之

白
しらいし

石 黄
こうしき

識

柴
し ば た

田 秋
あ き お

雄

松
まつなみ

波 廣
ひろあき

昭

三
み つ も と

ツ本 隆
たかし

伊
い と う

藤 武
たけし

副
そ え だ

田 武
たけし

竹
た け や

谷 久
く み

美

光
みつおか

岡 民
た み き

樹

谷
た に だ

田 修
おさむ

木
き ど

戸 伸
のぶゆき

幸

梅
う め つ

津 喜
よしとも

朋

柘
つ げ

植 文
ふみのり

典

稲
い な み

見 恒
つねひろ

弘

田
た な か

中 朋
と も こ

子

伊
い ず は ら

豆原 誠
まこと

佐
さ え き

伯 昭
しょういち

一

松
まつうら

浦 義
よしあき

昭

冨
とみなが

永 淙
そうすけ

輔

鳥
と ば

羽 富
ふ じ お

士夫

鈴
す ず き

木 武
たけひさ

久

長
は せ が わ

谷川 和
かずひろ

弘

新屋

黒笹

三好丘

明知上

三好上

東山

三好丘緑 三好丘旭 三好丘桜

あみだ堂ひばりケ丘

明知下

三好下

高嶺

打越

山伏

西一色

好住

莇生

平池

福田

中島

三好丘
あおば

福谷

上ケ池

☎34-0751

☎36-2343

☎36-3155

☎34-3055

☎36-5200

☎32-1001

☎34-4955

☎36-1151

☎32-1009

☎78-2316

☎32-1053

☎34-5402

☎36-0566

☎32-1033

☎34-0961

☎32-0811

☎34-0972

☎36-1213

☎32-1693

☎34-0965

☎32-1014

☎34-6605

☎35-5858

☎36-1690

☎34-0975

（新屋児童館）

（黒笹公民館）

（三好丘集会所）

（明知上公民館）

（ひばりケ丘ふれあいセンター）

（三好上公民館）

（サンヴィッツ宝栄）

（三好丘緑集会所）

（明知下公民館）

（あみだ堂行政区事務所）

（三好下公民館）

（高嶺集会所）

（三好丘旭集会所）

（打越公民館）

（山伏住宅集会所）

（西一色ふれあい会館）

（東山住宅集会所）

（三好丘桜集会所）

（莇生公民館）

（平池会館サンピース）

（福田児童館）

（中島住宅集会所）

（三好丘あおばふれあいセンター）

（福谷ハピネスホール）

（上ケ池会館サンフレンド）

副会長

副会長
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　新型コロナウィルスの感染拡大の防止のため、5月24日（日）にサンアートで予定していた市制施行10周年記念
式典の開催を延期することとしました。延期後の日程などについては、あらためてお知らせします。皆さんのご理
解をお願いします。

市制施行10周年記念式典の開催を延期します 総務課　☎32-8000　N32-2165

※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。

　4月3日、市役所で福田池下地区工場立地協定調
印式が行われました。調印式には、小

お

野
の だ

田賢
け ん じ

治市
長、パイロットインキ株式会社荒

あ ら き

木敏
と し お

男社長、株式
会社ナニワ加

か せ ざ わ

瀬澤克
か つ じ

治社長、みよし市土地開発公社
酒
さ か い

井喜
き い ち

市理事長が出席。協定書を交わしました。　
  みよし市南西部に位置する福田池下地区工業団
地。広域交通網が発達していることなどを強みに、
工場の誘致を進めてきました。土地開発公社は、1
年半～2年後に造成工事を完了し、分譲する予定で
す。協定を締結した2社の工場進出により、地域産
業の活性化と雇用の促進が期待されます。

  福田池下地区工場立地協定調印式  産業課　☎32-8015　N34-4189

▲（左から）酒井喜市理事長、荒木敏男社長、加瀬澤克治社長、小野
田賢治市長

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

　尾三消防本部では、令和2年度からの10年間で管内世帯を訪問し、住宅防火に関する啓
発活動を実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　火災により死傷する人が毎年のように発生しています。死傷の原因の多くは、逃げ遅れ
によるものです。そこで住宅火災を1件でも減らすため、また、火災による死傷者を減ら
すために、職員がご家庭を訪問し住宅防火について説明します。

● 住宅用火災警報器の説明
● 設置状況のアンケート
●火災予防についてのアドバイス
●防火に関する相談

●訪問時は初めに尾三消防組合職員証を提示します。
● 玄関先などで、防火に関する説明やアンケートを5～10分程度行います。
（住宅内へは上がりません。）

●住宅用火災警報器の販売、あっせんは一切行いません。
●啓発活動が不要などの場合は、啓発チラシのみを配布します。

　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。

住宅防火訪問を実施します

目的

内容 訪問方法

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

市県民税（普） 1期・全期前納
6月30日

軽自動車税
（種別割） 全期 6月1日

市税などの納期
人口     61,040人（－189人）

男性     31,359人（－116人）

女性     29,681人（－73人）

世帯数  24,363世帯（＋28世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年4月1日現在）
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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
  一人でも簡単にできる！　体操動画を公開中  長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外で体を動かす機会が減っています。自宅で過ごす時間が増える
と、運動不足により筋力が衰えてしまう可能性があります。そこで、市ホームページで「一人でも簡単にできる
介護予防体操」などを掲載しています。動画やイラストを使った説明書を公開していますので、ぜひ実践してみ
てください。

ホームページ

前奏～♪

一緒に踊ろう！　いいじゃん体操

嗚呼　春の日に　
花の香り抱いて

嗚呼　夏の日に
人を恋して

A夢を見て　空を見て

A星を数え

Aを繰り返す

どこからか懐かしく　聞こえくるものは

三好いいじゃんまつりでお馴染み　「じゃんだらりん」の曲に合わせて

ウ
～

ウ
～ウ

～
ウ
～

ハ
ァ

ハ
ァ

ハ
ァ

ハ
ァ

ま
ず
は
腕
を
前
後
に
大
き
く

振
ろ
う
！

マ
ラ
カ
ス
を
振
る
よ
う
に

肩
ト
ン
ト
ン
♪

左右に

フリフリ

左右に

フリフリ

ウ
～

ハ
ァ

こ
こ
か
ら
サ
ビ
！
ですが…ですが…

続きはホームページで！続きはホームページで！
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対象 �自家用車に安全運転支援装置を設置する個人で、次の
全てに該当する人

　高齢者のブレーキとアクセルの
踏み間違いによる事故を抑止する
ため、後付安全運転支援装置設置
費に対する補助を行います。

補助対象となる装置
国土交通省の性能認定を受けた、後付け急発進等抑制
装置（ペダル踏み間違い急発進等抑制装置）

  後付安全運転支援装置の設置費用を補助します　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

申込 �令和3年3月31日（水）までに、交付申請書兼実績報告
書（防災安全課で配布、またはホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入して、次の必要書類を
添えて、防災安全課へ直接

■必要書類…①後付け安全運転支援装置設置販売証明書、
②設置購入費の支払いが確認できる書類（レシー
トまたは領収書の写し）、③運転免許証の写し、
④車検証の写し ホームページ

ホームページ

・市内に住所を有し、申請年度中に65歳に到達する
・自動車運転免許証を保有する
・補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者である
・市税および自動車税を滞納していない
補助 �補助対象経費の10分の9（1,000円未満切り捨て、上

限6万円）（補助は1人1台まで）

手続きの流れ

③交付決定通知書兼確定通知書を送付
④補助金支払い（口座振り込み）

② 交付申請書兼実績報告書・
必要書類を提出

　運転免許の自主返納支援として、対象の人に交通系
ICカード1枚（3,000円）、さんさんバス回数券（2,000
円分）を配布しています。詳しくは、ホームページ、ま
たは広報みよし4月号26ページをご覧ください。

運転に不安のある方へ運転に不安のある方へ

社会福祉協議会　福祉センター内
☎34-1588　N34-5860

  いきいき元気度測定が「無料」に！　健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

いきいき元気度測定とは
　バランス、持久力、筋力、柔軟性
の4つの項目の体力測定を実施し、
その測定値と健診データで、あなた
だけの結果票を作成します。それを
もとに、人生100年時代を元気に
過ごすための健康づくりについて、
専門の職員がアドバイスします。

▲結果表の一部。他にも健康状態や運
動などについて確認できます。

【生活習慣チャート】

　いきいき元気度測定利用者限定
で、健康づくりを継続していただく
ことを目的とした健康セミナーをご
案内しています。自宅での筋トレや
トレーニング器具の使い方をお伝え
しています。ぜひご利用ください。

皆さんの健康づくりを応援
満足度100％の「健康セミナー」

　みよし市健康度評価事業「いきいき元気度測定」は、今
年度４年目を迎えます。96％の皆さんに「利用してよかっ
た」とご満足いただいた「いきいき元気度測定」を、より多
くの人に活用してもらおうと、本年度から利用料を無料
としました。ぜひご利用ください。

日時  指定する火曜日、または金曜日9：00～11：00（要予約）      
場所  総合体育館トレーニング室　対象  市内在住で60歳以上   
申込  健康推進課へ電話、または健康推進課へ直接
※健康状態によっては、受け付けできない場合があります。

設
置
販
売
事
業
者

①  安全運転支援
装置設置完了

みよし市
防災安全課申請者

※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。

55
44
33
22
11
00

健診受診

運動

睡眠

たばこ

飲酒

食事

　　　前回　
　　　今回



みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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川
か わ せ

瀬 舜
しゅんご

悟くん
これまで通り、楽しく元気
に成長してね。〔三好町〕

3歳

小
こ い で

出 悠
は る と

翔くん
にこにこ笑顔で優しいはる
くんが大好き♡　すくすく
育ってね！　〔三好丘あおば〕

3歳

近
こんどう

藤 咲
え み ほ

歩ちゃん
いつも元気なえみちゃん。こ
れからも素敵な笑顔で周り
の人を明るくしてね。〔三好町〕

1歳

佐
さ さ き

々木 慶
けいすけ

祐くん
お兄ちゃんと仲良く、元気
に大きくなろう！　〔三好丘〕

3歳

栗
くりはら

原 しおりちゃん
しーちゃんの笑顔は家族み
んなの宝もの。大きな夢を
見つけてね。〔黒笹〕

3歳

小
お の だ

野田 舜
しゅん

くん
とても世話好きな優しい舜
くん。あなたの笑顔にいつ
も癒されてるよ。〔三好町〕

2歳

牧
ま き の

野 莉
り か

禾ちゃん
お歌が大好きなりかちゃ
ん。笑顔の素敵な優しい女
の子になってね。〔三好町〕

1歳

5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。

みよしっ子集まれ！

メール

対象  7月生まれで申し込み時に3歳未満の子
申込掲載を希望する人は、5月15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。

広
報
ク
イ
ズ

問題  今号の特集で紹介したみよしの梅に関する問題で
す。あざぶ梅の里で栽培されている梅の栽培面積
は、次の①～③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】5月11日（月）必着
【4月号の正解】A（応募35通、正解29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。

①8ヘクタール
②10ヘクタール
③22ヘクタール

特集にヒントがある
のでよく読んでね



生きる力って？

生きるちから生きるちから をはぐくむをはぐくむ

基礎的な知識・技能を習得し基礎的な知識・技能を習得し
さまざまな問題をさまざまな問題を
自ら考え判断し解決する力自ら考え判断し解決する力知知 徳徳 体体 たくましく生きるためのたくましく生きるための

健康や体力健康や体力

これがみよしの教育だ！！

　コンピュータなどを活用して、順序立てて物
事を捉え、よりよい解決策に近づくように試行
錯誤しながら考える「プログラミング的思考」を
育みます。

　グローバル化が進む中で、市では小学1年生から外国語
教育に取り組んでいます。外国の言語や文化に対する理解
を深めることで、コミュニケーション能力を高め、自分の
考えを的確に表現する力を身に付けます。

　指導員や学生ボランティアなどの力を借り、活動
を充実させています。運動の楽しさ、精いっぱい取
り組むことで得られる達成感を体験します。

　5月はあいさつ運動の強調月間。地域の一
員としての自分に気付き、他者を思いやるこ
と、他者との関係を築く力をはぐくみます。

　スマートフォンを見ながら返事をする――。こんな経験ありませんか？　きちんと聞いているつも
りでも、子どもはそうは思っていないのかもしれません。家庭は全ての教育の基本。まずは「子ども
と目と目を合わせて話をすること」を大切にしましょう。家族の会話が生きる力の基礎を育みます。

（平成29年度　最優秀賞）

　生きる力とは、「知」「徳」「体」のバランスがとれた力のこと。子どもたちを取り巻くのは、移り変わりの
激しい社会。そんな社会で生きていくためには、知・徳・体をバランス良く身に付け、社会の変化に適応す
ることが必要です。

外国語教育外国語教育 プログラミング教育プログラミング教育

あいさつ運動あいさつ運動 部活動・体育活動部活動・体育活動

「ただいま」その言葉から花が咲く、
あのね、あのね、今日はね…

「家庭の日～家族へのメッセージ～」

みよし市青少年健全育成推進協議会主催
家族に伝えたい自分の思い、この機会に伝えたい私の思い

家庭に贈る　今回のプラスワン家庭に贈る　今回のプラスワン

みよしの教育みよしの教育

他人を思いやる心他人を思いやる心
感動する心など感動する心など
豊かな人間性豊かな人間性

お母さん、あのね、、、

なぁに？　どうしたの？

　　　家庭ではぐくむ「生きる力」　　　家庭ではぐくむ「生きる力」＋＋αα
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家庭教育だより №13
はぐくみ

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



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（祝日を除く）、5月25日（木）～
31日（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！

谷戸で稲作体験
　境川の源流、長田池の近くの水田。毎
年5月上旬には、NPO法人みよしの自
然環境を守る会による、親子で参加でき
る田植え体験が行われています。

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によ
り、臨時休館期間を延長する場合がありま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

●�図書・視聴覚資料などの返却、予約図書・視聴覚資料な
どの受け渡しの期日については、5月15日（金）まで
延長します。
●�中央図書館・サンネットの返却ポストは24時間ご利用
いただけます。
●�CD・DVD、大型資料、紙芝居、相互賃借資料は破損の
恐れがあるため、開館後に窓口へご返却ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中央図書
館およびサンネット図書コーナーは臨時休館します。臨
時休館中の図書館業務につきまして、詳しくは記載のと
おりです。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきま
すようお願いいたします。

●5月6日（水）まで
※5月7日（木）は通常休館日です。

中央図書館の臨時休館について

　休館期間

●�臨時期間中はインターネット、予約票などによる予約
受付はすべて停止します。

図書・視聴覚資料などの返却および受け渡しについて

新規予約の停止について

12 広報みよし　2020年 5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	 三使徒　　作 者 名　亀
かめたに

谷　政
ま さ よ し

代司
受 賞	 1998年度グランプリ　　	設置箇所　サンアート
制作意図　聖書の古典的題材の使徒を一つのフォルムとし、奥への扇
状のラインで構成した。また、三人が単調にならないよう三様の変化
をつけ、古典的題材を現代的にデフォルメ化し明るい感じを出した
かった。向かって左より希望・思慮・慈愛というテーマ性を持たせ、神
の使者として才知を授けるため、その地へ向かう三人の巫

み こ
女の雰囲気

を出したく、また、具象彫刻の手作りのあたたかさを大切にした。

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。

6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。

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

6日（土） 葉脈標本の栞
しおり

を作ろう 10：00～11：30 木の葉と台紙で栞を作る。先着で5人（小学3年生以上）。使用
済み歯ブラシを持参

伝承木綿講座　機織り 13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人
7日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴を演奏する。見学可

13日（土） 苔
こけだま

玉を作ろう 10：00～11：30 好きな木を植えてミニ盆栽を作る。先着で5人

20日（土）
万華鏡を作ろう 10：00～11：30 筒の中に入れる材料を工夫しながら万華鏡を作る。先着で5人

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10人。ポケットティッシュ・新聞紙を
持参

27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10人（小学3年生以
上）

蓮
はす

の実飾りを作ろう 13：30～15：30 布きれと綿を使い、蓮の花を使用した置物を作る。先着で5人。
糸、針、はさみ、布きれを持参

以下は申し込み不要です。いずれも歌唱指導はありません。

▪7日・21日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

お蔵の中で唱歌を歌おう
▪14日・28日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

お蔵の中で懐メロを歌おう

※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。

臨時休館について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、石川家住宅は臨時休館しています。
 休館期間  ５月6日（水）まで
※状況により期間を延長する場合があります。



※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。

 6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
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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

体 験 コ ー ス
Aula para futuros mamãe e 
papai Exercicios para gestante 

e como dar banho no bebê

6月13日（土）
受付 9：15～9：30

赤ちゃんのお世話体験、
妊娠シミュレーター体験

母子健康手帳、子育てサポ
ートガイド、筆記用具
※マタニティコースは運動
のできる服装でお越しくだ
さい。

20組 6月5日（金）まで

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e 

papai Curso para gestante
7月10日（金）
受付 9：15～9：30

リラックス法、母乳育児と
栄養、妊娠中からの食事 20組 7月3日（金）まで

子 育 て コ ー ス
Aula para futuros mamãe e 
papai Curso de:como cuidar 

do bebê

8月14日（金）
受付 9：15～9：30

市の子育て情報、ママと赤
ちゃんのお口の健康、沐

もくよく
浴

指導
16組 8月7日（金）まで

CRIANÇAS

▲

乳幼児

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

sobre a alimentação e
6月10日（水）
受付 9：30～9：50 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話と試食 30人 6月3日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
6月11日（木）
受付 12：30～13：30 就学前までの子

歯ブラシ・コップ・タオル・母子健康手
帳・フッ化物塗布費300円（希望する場
合のみ）を持参

40人 6月4日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
6月15日（月）
受付 9：30～9：50

令和元年5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 20人 6月8日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
7月14日（火）
受付 9：30～9：50

平成30年5月・6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 20人 7月7日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
6月24日（水）
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（奇数月のみ、託児ボラン
ティアあり）

－ 不要

CONSULTA

▲

相　談
相談名 日　時 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

6月1日・8日・15日・22日・29日の月曜日
受付 9：00～11：00

22日は助産師が相談に応じます（予約制）
（Temos um（a）  interprete de português）

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
6月16日（火）  
受付 9：30～11：00

場所はおかよし交流センター。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
6月22日（月）
受付 9：00～11：00

助産師が相談に応じます（予約制）。
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
6月1日（月） 
受付 9：00～11：00

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（予約制）

成 人 歯 科 相 談
Consulta odontológica para Adultos

7月9日（木） 
受付 13：30～15：00

歯・歯肉などに関する相談に歯科医師が応じます（予約
制）。予約は7月2日（木）まで（先着で5人）

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。

● 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

6月9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。

6月23日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

6月10日（水）
6月25日（木）

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

6月3日（水）
6月17日（水）
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＜日本脳炎予防接種の特例について＞
 ▶ 日本脳炎1期特例対象者＝①平成19年4月1日までに生まれた、20歳未満の人、②平成19年4月2日から平成21年10月

1日までに生まれた、9歳以上13歳未満の人
▶日本脳炎2期特例対象者＝平成19年4月1日までに生まれた、13歳以上20歳未満の人
※接種券は健康推進課（保健センター内）で発行します。母子健康手帳をご持参ください。

■6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。

7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

14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

21日（日）豊田若竹病院
豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

28日（日）あさひが丘クリニック
豊田市小川町4-49-2 ☎0565-37-3939

●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す。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

◆ 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。
◆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。

◆ 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
受けた人は乳がん検診を受けることができません。

子宮頸がん検診について 乳がん検診について

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

6月26日（金）

9：30～11：00
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）

有り 5月26日（火）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）
9：15～11：00 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）
9：00～11：00

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す。
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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申し込みや検診日時等を変更する場合があります。
詳しくはホームページをご確認ください。
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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
市制施行10周年記念
春の文化展・公募みよし美術展
中止のお知らせ
文化協会　サンライブ内　
☎34-3111  N34-3114
　5月14日（木）から17日（日）まで開催
予定の春の文化展、および本年度の公
募美術展は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止します。

文芸みよしの公募
文化協会　サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　文芸みよしの発刊に伴い、詩・エッ
セイ（800字以内）を公募します。皆さ
んの応募をお待ちしています。
申込 �6月2日（火）～8月30日（日）に応募
用紙（様式自由）に住所、氏名、年
齢、連絡先を明らかにして、文化
協会（〒470-0224　三好町湯ノ
前114）へ郵送（消印有効）、また
は直接

観光協会会員募集
観光協会　産業課内 
☎34-6000  N34-4189
　観光協会では、本年度も事業趣旨に
賛同し、ご支援・ご協力をいただける
会員を募集します。
対象 �趣旨に賛同いただける個人・企業・
団体

会費 �個人…年額1口500円～、企業・団
体…年額1口5,000円で2口以上～

申込 �申込書（観光協会で配布）に必要事
項を記入し、会費を添えて観光協
会へ直接

特典 �個人…粗品プレゼント、企業・団

体…所有するホームページのリン
クを市ホームページ上の観光協会
会員紹介ページに張り、観光協会
発行のガイドブックに名前を掲載
（ただし、ガイドブックへの掲載
は6月19日（金）までに加入いた
だいた企業・団体に限る）

工業統計調査の実施
企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
　2020年6月1日を調査期日として
「2020年工業統計調査」が全国一斉に
実施されます。この調査は、国の工業
の実態を明らかにすることを目的とし
て、製造業に属する事業所を対象に行
われる重要な調査です。調査結果は、
国や地方公共団体の行政施策の重要な
基礎資料などに利用されます。
　調査をお願いする事業所へ、5月中
旬から愛知県知事が任命した統計調査
員が調査票を持ってお伺いします（新
型コロナウイルス感染防止のため、イ
ンターホン、電話で聞き取りをする場
合あり）。一部事業所では経済産業省
から直接郵送で届きます。調査の回答

へご理解とご協力をお願いします。

防災行政無線などを用いた
伝達訓練を実施します
防災安全課  ☎32-8046 N76-5702
　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、全国瞬時警報
システム（J

ジェイ

アラート）の伝達訓練が全
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。
日時 �5月20日（水）11：00ごろ
※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。

あいさつ強調月間
学校教育課  ☎32-8026 N34-4379
　市教育委員会では、5月1日（金）から
31日（日）までを「あいさつ強調月間」と
して啓発活動に取り組みます。あいさ
つがあふれる明るい地域となるよう、
ご理解とご協力をお願いします。

※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。

自動車盗にご注意ください
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　令和元年の愛知県内における自動車盗は、プリウスやレ
クサス各シリーズの被害が多く発生しています。これらの
車種以外も含めて、確実な施錠および次の各種盗難対策に
努めてください。また、不審な人物や車を見かけたときに
は、110番通報をお願いします。

【自動車盗への対策】
●�ハンドル固定装置、タイヤロックなどの物理的対策、純正のGPS装
置に加え、もう一つGPS装置を設置しましょう
●�防犯カメラ、センサーライト、チェーンポールなどの防犯設備を駐車
場に設置しましょう
●�スマートキーなどは、電波を遮断する金属製の缶や専用ポーチに入れ、
室内の引出しなどに保管しましょう
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申込 �8月31日（月）までに令和元年度
分の広報みよし（平成31年4月1
日号～令和元年3月号）をまとめ
て、広報情報課へ直接

自動車税種別割の納税
豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7483
　6月1日（月）は、自動車税種別割（旧
自動車税）の納期限です。4月1日現在、
自動車をお持ちの人に対し、4月30日
（木）に県税事務所から納税通知書を発
送します。お近くの県税事務所、金融
機関、コンビニエンスストアなどで納
めてください。
　また、パソコンやスマートフォンを
利用したインターネットバンキングや
クレジットカード（別途、手数料が必
要）、スマートフォンアプリ（PayB）で
も納税できますので、ぜひご利用くだ
さい。なお、名義変更・廃車などの手

続きを他の人に依頼した自動車につい
て、納税通知書が届いた場合は、それ
らの手続きが3月末日までに行われて
いないことが考えられますので、依頼
先にご確認ください。
　また、転居などをして納税通知書が
届かないときは、豊田加茂県税事務所
へご連絡ください。

NEXCO中日本からの
お知らせ
中日本高速道路
☎0120-922-229（通話無料）
☎052-223-0333（通話有料）
　E1東名（名古屋IC～春日井IC）リニュ
ーアル工事に伴い、5月11日（月）から
7月19日（日）まで、昼夜連続・対面通
行規制を実施します。
　詳しくは、ホームページ、または電
話でお問い合わせください。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

人権擁護委員の日
市民課  ☎32-8012 N32-8048
　全国人権擁護委員連合会は、人権擁
護委員法が施行された6月1日を「人権
擁護委員の日」として定めています。
本年度も、全国の人権擁護委員が、人
権擁護委員制度の周知と人権思想の普
及、高揚を図るために、啓発活動を実
施します。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

広報みよしの製本
広報情報課  ☎32-8357 N76-5021
　令和元年度に発行された広報みよし
を記念に製本して、1冊にまとめてみ
ませんか。お気軽に申し込みください。
費用 �1冊1,000円（税・送料込み。ただ
し、振り込み手数料が別途必要）

※後日郵送される振り込み用紙でお支
払ください。

ホームページ

ホームページ

※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。

コンクリートブロック塀
などの安全点検を
行いましょう

　地震による被害を軽減するために、コンクリートブロック塀な
どの安全点検を行い、適合しない項目がある場合は、専門家に相
談しましょう。
　また、コンクリートブロック塀などの撤去費用の一部を補助す
る制度があります。ぜひご利用ください。

■新設
内容 �撤去と同時に軽量なフェンスなどを新設す
る工事

補助 �設置費用またはフェンスなどの長さ1ｍ当
たり38,400円のいずれか少ない額の3分
の2（上限20万円）

都市計画課　☎32-8021　N34-4429

□塀の高さが2.2m以下
□�塀の厚さが10cm以上（塀の高さが2mを超える場合は
15cm以上）
□�塀の高さが1.2m以上を超える場合は、塀の高さの5
分の1以上突出した控え壁を3.4ｍ以下の間隔で設置
している
□基礎がある
□傾きやひび割れがない
※組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀
の場合は規定が異なります。

10cm（15cm）以上

3.4ｍ以下
塀の高さの1/5以上

2.2ｍ
以下

安全点検項目安全点検項目□�

撤去・新設費用の補助制度
■撤去
内容 �高さ1m以上の道路に面するコンクリートブロック塀など
を全て撤去する工事

補助 �撤去費用または塀の長さ1ｍ当たり1万円のいずれか少な
い額のうち、指定道路に面する場合は3分の2（上限12万
円）、その他の道路に面する場合は3分の2（上限10万円）
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催し・講座
自然観察会
環境課　☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　保田ケ池とその周辺を散策しながら、
市内に残された希少な生態系を観察し
ませんか。
日時 �5月31日（日）9：00～10：30
場所 �保田ケ池およびその周辺
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
定員 �10人程度
申込 �5月22日（金）までに氏名、保護
者名、学年、電話番号を明らかに
して、環境課へファクス、メー
ル、または直接

【みよしいきもの調査隊隊員募集】
　市では「みよしいきもの調査隊」を結
成し、市内に生息する生き物の調査を
しています。身近な自然を一緒に回
り、植物や鳥などの生き物を観察しな
がら親子で自然との触れ合いを楽しん
でみませんか。
内容 �年3回程度の自然観察会への参加
と生き物の調査

対象 �市内在住の小学生がいる親子また
はグループ

申込 �5月29日（金）までに参加者の氏名
と保護者名（ふりがな）、年齢、学
年、住所、電話番号を明らかにし
て、環境課へファクス、メール、
または直接

春季企画展
市指定文化財黒笹九〇号窯跡展
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150

　猿
さなげよう

投窯の黒笹90号窯跡からは、平安

時代の高級陶器や、当時の都である平
安京に関わる陶器の欠片など、貴重な
発見がありました。
　普段は愛知県陶磁美術館で保管され
ている貴重な資料の数々を展示しま
す。ぜひご覧ください。
日時 �5月8日（金）～6月28日（日）9：00
～16：30（休館日は毎週月曜日）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

歴史スタンプラリー
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150

　サンライブや資料館、石川家住宅を
巡るスタンプラリーを開催します。全
施設のスタンプを集めた人には景品を
差し上げます。
日時 �5月8日（金）～8月30日（日）（景品
が無くなり次第終了）

場所 �歴史民俗資料館、石川家住宅、サ
ンライブ

費用 �無料

第1回野菜づくり講習会の
参加者募集
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161

　ピーマン、ミニトマト、ナスを自分
で作ってみようという人を対象に、講
習会を開催します。
内容 �作る野菜の土づくり・苗植付け・育

て方・追肥・手入れの仕方など
日時 �5月16日（土）10：00～11：00（少
雨決行）

場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で10人
費用 �無料
申込 �5月1日（金）～12日（火）までに緑と
花のセンターへ電話、または直接

母子家庭等
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコン講習や介護職員初任者研修
の講習会を実施します。詳しくは愛知
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 �5月8日（金）～29日（金）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

健康・福祉
60歳からの栄養・健康教室
健康推進課　保健センター内
☎34-5311　N34-5969

内容 �健康・栄養についての講話、みそ
汁の塩分チェック、調理実習

日時 �5月27日（水）10：00～12：30
場所 �保健センター
対象 �市内在住で60歳以上
※男性、ひとり暮らしの人は年齢を問
いません。
定員 �先着で20人　費用 �300円
申込 �5月15日（金）までに健康推進課へ
電話、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。

ホームページ
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らいただく会費と一般寄付金を合わせ
た「活動資金」をもとに、国内外で多発
する紛争や災害に対し、さまざまな活
動をしています。毎年5月に募金活動を
実施していますが、本年度は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、
募金活動を延期しています。活動を再
開しましたら、改めてお知らせしま
す。ご理解とご協力をお願いします。

協定保養所利用助成
愛知県後期高齢者医療広域連合
☎052-955-1205
N052-955-1298
　愛知県後期高齢者医療被保険者の皆
さんの健康の保持・増進を目的に、協
定保養所を宿泊利用する場合の費用を
助成します。
補助 �1人1泊につき1,000円
※4月1日から令和3年3月31日までの
宿泊分で、全保養所合わせて4泊分ま
でを補助します。
場所 �次のとおり
●�サンヒルズ三河湾（蒲郡市）
　☎0533-68-4696

●�すいとぴあ江南（江南市）
　☎0587-53-5555
●�百年草（豊田市）
　☎0565-62-0100
●�温泉ホーム　松ケ島（桑名市）
　☎0594-42-3330
●�あいち健康の森プラザホテル（東浦
町）　☎0562-82-0211

●�シーサイド伊良湖（田原市）
　☎0531-35-1151
申込 �各協定保養所へ電話
※愛知県後期高齢者医療保険被保険者
であることを電話でお伝えください。

認知症カフェ「オリーブ」
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791　N34-0786
　認知症の有無を問わず、一緒に集
い、楽しい時間を過ごしませんか。
日時 �5月28日（木）13：00～15：00
場所 �翔寿会談話室「キャロット」（福谷
町寺田4）

対象 �どなたでも可　
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

棒体操教室
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一緒に棒を使っ
た体操などで肩・腰・股関節をストレッ
チします。
日時 �5月～令和3年3月の月2回程度9：
50～11：30

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住　定員 �抽選で70人
費用 �無料
申込 �5月15日（金）までに健康推進課へ
電話、または直接

日本赤十字社�活動資金の募集
日赤みよし市地区　福祉課内
☎32-8010　N34-3388
　日本赤十字社では、会員の皆さんか

※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。

　脳血管疾患などの脳の病気は、高血圧、肥
満、喫煙、大量飲酒などが大きく関わっていま
す。自覚症状がないまま進行するため、症状が
出たときには緊急性も高く、重症化しやすくなります。早
期発見するために、脳ドックを受診しましょう。
日時 �8月1日（土）～令和3年1月30日（土）
場所 �①いしい外科三好クリニック、②みよし市民病院
対象 �市内在住の40歳以上（昭和56年3月31日以前生まれ）
で右の受診要件のいずれにも該当しない人

費用 �7,000円（検査を一部でも受けると返金不可）
定員 �①抽選で100人、②抽選で250人
申込 �申込書（健康推進課で配布、またはホームページから

下記項目に一つでも該当する人は受診できません。下記項目に一つでも該当する人は受診できません。

□�職場などで脳ドック検査の受診機会がある、または
受診費用の助成がある

□�平成29年～令和元年度に市の脳ドックを受診した
□手術などで体内に金属や機器の埋め込みをした
□人工関節を入れている
□心臓のペースメーカーや刺激電極が入っている
□心臓などの手術でステントが入っている
□人工内耳を植え込んでいる
□妊娠、またはその可能性がある
□閉所恐怖症である
□�現在、脳血管疾患で治療中または既往歴がある、も
しくは頭痛などの症状がある

※心臓人工弁や手術などでクリップした人は、主治医
の確認が必要な場合があります。事前確認できない場
合は、受診できない場合があります。

受診要件をチェック受診要件をチェック□�

ダウンロード可）に必要事項を記入し、5月21日（木）
～29日（金）までに健康推進課へ郵送（消印有効）、ま
たは直接

※申込書をダウンロードできず、
自宅への郵送を希望する人は、
健康推進課へ電話してください。

！

健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969脳ドックを受診しましょう

ホームページ
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健康・福祉
8020達成者
豊田加茂歯科医師会
☎0565-35-8020　N0565-34-3394

　該当者は11月に表彰予定です。
対象 �昭和16年3月31日以前の生まれ
（令和3年3月31日時点で80歳）
で、自分の歯が20本以上残って
いる人（過去に8020表彰をされ
た人を除く）

申込 �5月31日（日）までに豊田加茂歯
科医師会会員の歯科医院へ直接

※証明の健診（無料）を受けていただき
ます。

ひきこもり家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337　N0566-25-1470
内容 �ひきこもり状態の人の家族の交流
会

日時 �5月20日(水)13：30～15：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

おおてまち
手町

1-12）
定員 �先着で30人　費用 �無料
申込 �5月19日（火）までに衣浦東部保
健所健康支援課こころの健康推進
グループへ電話

子育て
みよし市就学相談会
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和3年度以降に小学校へ就学する
お子さんとその保護者を対象にした就
学相談会を実施します。
　子育てや小学校の就学に関する悩み
について、専門の相談員などが無料で
相談に応じます。お気軽にご利用くだ
さい。
日時 �①6月5日（金）・8日(月)9：00～
12：00、13：00～17：00、②6月
10日（水）10：00～12：00、13：
00～17：00、 ③6月12日（金）9：
00～12：00、13：00～17：00

場所 �学びの森相談室
申込 �5月11日（月）以降に学びの森へ
電話（☎33-5010）（要予約）

スポーツ
第8回混合ダブルス
バドミントン大会
バドミントン連盟  鈴

すずき
木進

すすむ
さん

☎36-1650
日時 �5月30日（土）
場所総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・
　　在学（高校生以上）
定員先着で120人
費用 ��登録者1,000円、未登録者1,500
円、高校生700円

申込 �5月15日（金）までに申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入

し、総合体育館へファクス（N34-
6030）、または直接

採　用
市民病院職員
市民病院
☎33-3300  N33-3308
職種 �薬剤師
対象 �昭和36年4月2日以降に生まれた
人で、薬剤師の資格を有する、ま
たは資格を取得見込みの人

人数 �若干名　試験 �5月25日（月）
選考 �面接試験、適性検査
採用 �令和3年4月1日（木）
申込 �5月15日（金）までに提出書類（市民
病院で配布の募集案内、またはホ
ームページを参照）を市民病院管
理課へ郵送（〒470-0224� 三好
町八和田山15）、または直接

他 �院内保育所完備

自衛隊
自衛隊　愛知地方協力本部　豊田所
☎0565-32-7384 
職種 �①海上自衛隊技術海上幹部、②航
空自衛隊技術航空幹部、③海上自
衛隊技術海曹、④航空自衛隊技術
空曹

対象 �①・②…大卒以上で、応募資格に
定められた学部・専攻学科などの
大学卒業後、2年以上の業務経験
がある人、③・④…20歳以上で国
家免許資格を取得している人など

申込 �5月22日（金）までに自衛隊愛知
地方協力本部豊田所へ電話

※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。

 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 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)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

   5 金
水5

   12020

　　有料広告
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期間 �7月21日（火）～8月31日（月）（土･日曜日、8月13日(木)～
15日(土)を除く）8：00～18：00。就労証明などで必要性
が認められた場合のみ7：30～8：00、18：00～19：00の
利用も可

※今後、夏休みの日程変更に伴い、上記の期間が変わる場合
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 �7月…4,100円（月額）、8月…8,000円（月額）
申込 �5月11日(月)～6月1日(月)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、就労証明書を添えて、子育て支援課、また
は各児童クラブへ直接

※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』でご確認くだ
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。

　市では、放課後児童クラブの運営を民間事業所に委託しています。放課後児童クラブで働きたい人は、シダックス
大新東ヒューマンサービス株式会社（☎052-979-2610）にお問い合わせください。
内容 �児童クラブの実施期間内で10日以上、7：30～19：00の間で6時間程度

詳しくは、各児童クラブへご連絡ください。

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 募集人数

中部児童クラブ 中部児童クラブ 15人

南部児童クラブ 南部小学校 20人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 15人

三好丘児童クラブ 三好丘小学校 5人

緑丘児童クラブ 緑丘小学校 30人

黒笹児童クラブ 黒笹小学校 15人

中部児童クラブ
夏季教室（予定） 中部小学校 40人

緑丘児童クラブ
夏季教室（予定） 緑丘小学校 40人

児童クラブ名 場所 募集人数 住所 電話番号

キッズクラブ・
クックバラ ベル三好幼稚園 若干名 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 若干名 三好丘1-11-5 ☎36-3131

エジソンハウス 桃山幼稚園 20人 西陣取山26-1 ☎32-4443

夏休み期間の放課後児童クラブ入所受け付け

放課後児童クラブの支援員の募集

公立放課後児童クラブ公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ民間放課後児童クラブ

※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。

＊その他の再放送日程はひまわりネットワークの番組表、または電子番組表(EPG)でご確認ください。
初回放送 5月2日（土）午前６時４５分～  再放送 毎週（月）～（金）午前１１時４５分～ ほか

今回の舞台は三好中学校区。
どんな「じまん」が飛び出すのか、
乞うご期待！

ふるさとじまん「三好中学校区」

番組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせひまわり12 / 地デジ12ch

W180mm H48mm

ひまわりくん

ラブィートのYouTubeチャンネルで
番組の過去回が聴ける！

アイドル番組や美容、ファッション、
子育てのお話が聴ける番組を随時
配信中！

地元応援番組

ラブィートのHPよりアクセス！▶

　　有料広告
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◦�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

特設人権相談 1日（月）9：00～12：00

市役所2階相談室

不要
法律相談 12日（金）13：30～16：30 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 16日（火）13：00～16：00 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 10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
9：00～12：00、13：00～16：00

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 4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 10日・24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 5日（金）・22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
9日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
23日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

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 9日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 10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
精神科医による相談 24日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
アルコール専門相談 10日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 1日・15日の月曜日18：00～19：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安

全課
☎0566-21-4797

エイズ・肝炎・梅毒検査 毎週火曜日9：00～11：00 不要
骨髄バンクドナー登録 必要

検便・水質検査 毎週火曜日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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。
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※�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：2,221人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年4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

　今回の人事異動で広報情報課を
離れることになりました。１年間
の短い期間でしたが私には貴重な
経験となりました。皆さんにはイ
ベントの取材などでご協力をいた
だきありがとうございました。（正）

　４年間作り続けた広報。たくさ
んの出会いがありました。千枚以
上撮った中から選んだ表紙。喜ん
でいただけたときの笑顔、忘れませ
ん。これからも皆さんに愛される
広報みよしでありますように。（紗）

　人事異動により、十数年ぶりの
広報担当となりました。取材の際
には、よろしくお願いいたします。
最近は出番も少なくなっていた当
時購入したマイ一眼レフカメラ。
これを機にまた挑戦します！（め）

is an upcoming J-ALERT 
transmission drill which will be 
held simultaneously nationwide.
　Along with this drill, 
information will be transmitted 
from 54 locations within 
Miyoshi, utilizing the government 
emergency wireless and radio 
system for disaster prevention and 
relief, as well as the information 
distribution service, “Miyoshi 
Anshin Net”.  
▶Date/Time＝May 20 (Wed), 
11:00 am

（日本語の記事は16ページ参照）

全
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の全

ぜんこく

国一
いっせい

斉伝
でんたつ

達訓
くんれん

練を実
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施します

Será realizado um 
Treinamento Nacional de 
Transmissão Simultânea do 
Sistema Nacional de Alerta 
Instantâneo (J-ALERT)
Setor de Prevenção e Segurança 
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
Será realizado simultaneamente 
em todo o país um treinamento 
de transmissão do Sistema 
Nacional de Alerta Instantâneo 
(J-ALERT), sistema preparado 
para oferecer o mais imediato 
possível informações relacionadas 
à segurança de todos, tais como 
informações sobre terremotos ou 
mísseis balísticos.

Assim sendo, a transmissão de 
informações será realizada por 
meio dos rádios administrativos 
de prevenção à desastres 
localizados em 54 lugares dentro 
de Miyoshi e por meio do serviço 
de distribuição de informações do 
cadastro “Miyoshi Anshin Net”.
▶Quando＝20 de Maio (quarta) 
às 11h00 da manhã

Simultaneous Nationwide 
J-ALERT Drill
Disaster Prevention Div.  
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
 The nationwide disaster warning 
system (J-ALERT) was created 
in an effort to protect the safety 
of all, providing rapid information 
on earthquakes, missile firings, 
and other emergencies. There 
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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 5月11日（月）、6月1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

新型コロナウイルス感染症
拡大防止へのご協力のお願い

市長メッセージ

　新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、4月16日に国の「緊急事態宣言」の
対象地域が全都道府県へ拡大され、市民の皆さまも不安を抱えていることと思
います。本市においても、感染症拡大防止に努めているところです。
　引き続き、感染拡大防止に向けて全力で取り組むとともに、国や県などの動
向を注視しながら適切な対応に努めてまいります。 
　市民の皆さまにおかれましても、不要不急の外出・移動の自粛と、換気の悪
い「密閉」空間、多数が集まる「密集」場所、間近で会話をする「密接」場面を避け
る行動を徹底していただきますようお願いします。
　市民の皆さまと市が一致結束して感染症拡大防止に取り組んでまいりたいと
思います。皆さまのご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるた
めには、市民の皆さんのご協力が必要です。
自分自身が感染しない、また周りの人に感染
させないために、一人一人ができる感染症対
策に努めましょう。

　外出後には、
せっけんで手を
洗いましょう。

　咳などがある
場合は、マスクを

　屋内では、

小
お の だ

野田賢
け ん じ

治市長

愛知県保健医療局健康医務部
健康対策課感染症グループ

9：00～17：00

☎ 0566-21-4778
衣浦東部保健所

9：00～17：00（月～金曜日）

☎ 052-954-6272

窓口は、毎日24時間体制（オンコール）で対応しています。
☎ 0566-22-1699

【相談窓口】
衣浦東部保健所 帰国者・接触者相談センター　新型コロナウイルスの影響で、イベントの

中止・延期や、公共施設の休館などを
行う場合があります。最新の情報は、
市ホームページをご確認ください。

相談窓口

一人一人ができる対策をして
感染症を予防しましょう

市内イベントの中止、施設休館情報

　次の症状がある人は、医療機関を受診する前
に、衣浦東部保健所帰国者・接触者相談センタ
ーへご連絡ください。

●�風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いてい
る（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
●�強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患などのある人は、上記の状態が2
日程度続く場合に、ご連絡ください。

！

ホームページ

定期的に換気を
しましょう。

着用しましょう。
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