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今月号の表紙
　8月下旬、市内の梨園では
豊水が実りのときを迎えまし
た。強い甘味と豊富な果汁が
特徴の豊水。収穫は、10月
初旬まで続く予定です。
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新しい避難様式

避難とは難を避けること

災害時の避難とコロナ対策

新型コロナウイルス感染症と大規模災害 　新型コロナウイルス感染症が広がる中で、大規模災
害が起きた場合、皆さんは迷わず避難をすることが
できますか？　9月1日は「防災の日」。今回の特集で
は、災害時における新型コロナウイルス感染症の対策
や避難対応について、考えてみましょう。

　大雨や台風、地震などの自然災害が発生し、避難
が必要となった場合に不安なのが、新型コロナウイ
ルス感染症。人が集まる避難所は、感染リスクが高
まる恐れがあります。過去には、避難所となった体
育館でインフルエンザやノロウイルスなどの感染が
広まったこともあります。
　今、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避
難方法が求められています。

避難する？　でも、新型
コロナウイルスも不安。
どうしよう…

　避難という言葉を聞くと、市が指定する避難所へ行
くことを連想する人もいるのではないでしょうか。
　避難所への避難は、避難する際の選択肢の一つで
す。災害の状況に合わせた避難行動を取ることが大切
です。

防災安全課　☎ 32-8046　N76-5702

▲避難所の様子　　　　　写真：（一財）消防防災科学センター
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次の順番で避難先を検討しましょう

分散避難を検討しましょう

防災マップの浸
水想定区域図な
どで自宅の場所
の危険度を確認

自宅に災害の
危険性がある

安全な場所に住ん
でいて、身を寄せ
られる親戚、知人
宅がある

避難先を家族で確認しましょう
　分散避難をするに当たり、今まで家族で決めていた避難所とは異なる避
難先へ避難することが考えられます。災害が発生したときに迷わず避難す
るために、いつ、どこへ、どのように避難するかを、家族で改めて確認し
ておきましょう。

　人が集まる避難所での感染リスクを減らすために
は、避難先を分散させて密となる環境を作らないこと
が効果的です。自宅が安全であれば在宅避難、避難が

①避難の基本は在宅避難①避難の基本は在宅避難
　避難所は災害が発生、または発生する恐れがあると避難所は災害が発生、または発生する恐れがあると
きに、自宅にとどまることが危険な場合に避難する場きに、自宅にとどまることが危険な場合に避難する場
所です。自宅の安全が確保できる場合は必ずしも避難所です。自宅の安全が確保できる場合は必ずしも避難
所へ避難する必要はありません。所へ避難する必要はありません。
　在宅避難を可能にするためにも、住宅の耐震化や食　在宅避難を可能にするためにも、住宅の耐震化や食
料・生活用品の備蓄を行い、被災後も自宅で生活を送る料・生活用品の備蓄を行い、被災後も自宅で生活を送る
ことができる備えをしましょう。ことができる備えをしましょう。

②親戚、知人宅への避難親戚、知人宅への避難
　親戚や知人宅など、頼れる人が安全なところに住親戚や知人宅など、頼れる人が安全なところに住
んでいたら、いざというときに避難させてもらえるよんでいたら、いざというときに避難させてもらえるよ
う、あらかじめ相談してみましょう。う、あらかじめ相談してみましょう。

③避難所への避難③避難所への避難
　在宅避難が困難で、安全な場所に住む親戚や知人宅　在宅避難が困難で、安全な場所に住む親戚や知人宅
が避難先として確保できない場合は、市が開設する避が避難先として確保できない場合は、市が開設する避
難所へ避難してください。避難の際は次ページで紹介難所へ避難してください。避難の際は次ページで紹介
する感染症対策をお願いします。する感染症対策をお願いします。

④その他④その他
　その他の分散避難の方法として、テント泊や車中泊　その他の分散避難の方法として、テント泊や車中泊
も感染症対策として有効です。ただし周囲の状況を確も感染症対策として有効です。ただし周囲の状況を確
認し、火災や土砂災害、浸水などの恐れがない場所で認し、火災や土砂災害、浸水などの恐れがない場所で
避難してください。またエコノミークラス症候群や熱避難してください。またエコノミークラス症候群や熱
中症にも注意してください。中症にも注意してください。

③指定避難所

④その他

ないある

ない
あるない

②親戚、知人宅への避難①自宅（在宅避難）

必要なときは、避難所のほかに安全が確保できる親戚
や知人宅への避難、テント泊や車中泊など、さまざま
な避難方法を考えましょう。

防災マップ

※�災害時は交通規制や道路の被害などにより、車での移動がで※�災害時は交通規制や道路の被害などにより、車での移動がで
きない場合があります。きない場合があります。
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　新型コロナウイルス感染症が収束しない状況において、避難生活における感染
症対策は重要です。新型コロナウイルス感染症対策は、インフルエンザなどの感
染症予防にもつながります。避難生活における感染症対策について、防災安全課
の鈴木さんにお話を伺いました。

□マッチ、ライター

避難生活での感染症対策

　感染予防には手洗いが大切です。アルコール消
毒液などがなくても、せっけんでしっかり洗えば
十分な効果があります。断水で手が洗えない状況
を想定し、各家庭の災害備蓄品にもアルコール消
毒液やウエットティッシュなどを加えておきま
しょう。
　また汚れた手で直接食べ物を触ると、ウイルス
が口から侵入する恐れがあります。おにぎりやパ
ンを食べるときには、包装紙を持ったりラップや
きれいなポリ袋に包んだりして食べるなど工夫し
ましょう。

　飛沫感染の防止にはマスクの着用が必要です。し
かし、避難生活が続くとマスクが不足することもあ
ります。その際は、次のような咳エチケットで飛沫
感染を防止しましょう。

こまめに手洗いをするこまめに手洗いをする 咳エチケットを徹底する咳エチケットを徹底する

咳やくしゃみはティッシュ
で口と鼻を覆う

ティッシュがないときは二
の腕で口と鼻を覆う

　避難生活に必要なものは各家庭の家族構成や状況に合わ
せて備蓄をしましょう。市の備蓄品や支援物資には限りが
あります。一般的な備蓄品のほかに、感染予防のための衛
生用品も準備してください。

□マスク□体温計

□�アルコール
消毒液 □せっけん □ごみ袋

感染予防品の備蓄をしましょう□�

　避難所では、健康な人と新型コロナウイ避難所では、健康な人と新型コロナウイ
ルスに感染、または感染の疑いがある人とルスに感染、または感染の疑いがある人と
が接触しないよう、導線や避難スペースをが接触しないよう、導線や避難スペースを
区分します。また感染拡大防止のために、区分します。また感染拡大防止のために、
さまざまなお願いをする場合があります。さまざまなお願いをする場合があります。
　避難所ルールを守って避難生活を送って　避難所ルールを守って避難生活を送って
いただきますようお願いします。いただきますようお願いします。

避難所ルールを守る□�

□� □�

感染症の備え

一般的な非常持ち出し品
□飲料水・食料（最低3日間分）

□携帯電話の充電器
□乾電池□�保険証、通帳、身分証

□懐中電灯 □携帯ラジオ

□軍手、手袋 □衣類

防災安全課 鈴木主事

4 広報みよし　2020年 9月号



新型コロナウイルス感染症を
踏まえた避難方法を
　自然災害と新型コロナウイルス感染症の両方
から身を守るため、避難所では感染症対策を実
施しますが、より感染リスクを減らすためには
分散避難も有効な方法です。今、皆さんが行っ
ている日常の感染症対策に加え、災害時の感染

　市では避難所を開設する際に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組み
を行います。その取り組みの一部を紹介します。

受け付けでの問診、検温、手指消毒
　避難所に入る前の受け付けで、健
康状態の問診、検温、手指の消毒な
どを行い、異常があれば専用の受け
付けへ誘導します。感染の疑いのあ
る人や濃厚接触者は、専用の居住ス
ペースへ案内することで、感染拡大
を防止します。

防護服などを着用して対応
　対応する職員は、職員自身や避
難してきた皆さんへの感染防止の
ため、防護服やフェイスシールド
などを着用します。普段は見慣れ
ない格好なので不安を与えてしま
うかもしれませんが、ご理解をお
願いします。

居住スペースは、一定の間隔を確保
　体育館など避難生活を送る居住ス
ペースは、密になることが予想され
ます。簡易テントを設置することで
飛沫感染を防止するとともに一定の
間隔で設置し、避難所内での感染予
防を図ります。

避難所の新型コロナウイルス感染症防止の取り組み

市災害対策本部　☎ 32-8046

●風邪の症状や高熱がある
●咳が出る
●強い倦怠感がある
●�新型コロナウイルス感染症に感染している、
　感染が疑われる人と接触がある

避難前に健康状態を確認
　避難先での感染拡大を防ぐため、避難前に下記の健
康状態を確認してください。なお新型コロナウイルス
感染者や濃厚接触者は市が専用の避難所を用意します
ので、避難前に市災害対策本部へ電話してください。

症対策についても考えて
みてください。皆さんの
行動が、皆さんと大切な
人の命を守ります。
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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年国勢調査にご協力をお願いします　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき5年に一度全国一斉に
実施される、最も基本的な統計調査です。調査結果は、日本の未来をつくるために欠かせないさまざ
まな施策の計画策定などに利用されます。

　令和2年10月1日現在、日本に住む全ての人（外国人を含む）
と世帯が調査の対象です。住民登録に関係なく、市内に3カ月
以上住んでいる人、または3カ月以上住むことになっている人
が調査対象となります。

　国勢調査の結果は、国や県、市の施策や計画策定に
利用されます。調査票が提出されなかったり正しい回
答がされなかったりすると、必要な施策を行うことが
できなくなるため、統計法で調査事項に回答する義務
が定められています。
　国勢調査に参加することは、私たちの義務の一つで
す。皆さんのご協力をお願いします。

9月中旬から、国勢調査が始まります。

国勢調査の流れ

国勢調査Ｑ＆Ａ

　調査事項は、生年月日、国籍など世帯員に関するものや、世
帯員の数、住居の種類など世帯に関するものです。

調査事項の内容は？Ｑ 調査には必ず答えなくてはいけないの？Ｑ

誰が調査の対象なの？Ｑ

人口   61,174人（＋44人）

男性　31,417人（＋19人）  

女性　29,757人（＋25人）

世帯数  24,541世帯
　　　　　　　（＋61世帯）

※（　）は前月比   

みよし市の人口
（令和2年8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。

市税などの納期
区分 納付期限

市県民税（普） 3期 11月2日
国民健康保険税（普）、
介護保険料（普）、
後期高齢者医療保険料（普）

3期 9月30日
4期 11月2日

し尿汲取り手数料 下期 9月16日

　国勢調査員が訪問し、
調査書類を配布します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調査員はマスク
着用の上、インターホン越しに説明を行うことがあります。

　国勢調査員は、顔写真が貼付され公印が押印してある国
勢調査証を携帯し、青色の腕章・手提げ袋を持っています。
また国勢調査では、金銭を要求することは絶対にありませ
ん。銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号、預金、
収入などをお聞きすることも絶対にありません。

国勢調査を装ったかたり調査にご注意！

❶調査書類の配布

9月中旬

　国勢調査員が回答のお願いに伺います。

❸提出のお願い

10月8日（木）～10月20日（火）

　調査書類に記載の回答サイトに
アクセスし、回答をしてください。

❷ スマートフォンやパソコン
（オンライン）での回答期間

9月14日（月）～
　 　 10月7日（水）

　調査票に記入をし、郵送してく
ださい。（国勢調査員に提出も可）

❷調査票（紙）での回答期間

or

10月7日（水）までに
回答が確認できないとき

10月1日（木）～
　　10月7日（水）
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  令和2年度環境美化功労者と環境美化啓発ポスター入選者が決定しました
　環境課　☎32-8018　N76-5103

■環境美化功労者※

地震による通電火災を防ごう！

【個人】小
お ぐ ら

椋強
つよし

さん、鈴
す ず き

木直
な お こ

子さん、山
やまぐち

口和
か ず こ

子
さん、秋

あ き の
野清

き よ こ
子さん、岡

おかもと
本好

よしひろ
廣さん

カリヨンベルズ、三好上子ども会、莇
生いきいきクラブ、西一色いきいきク
ラブ、三好丘桜いきいきクラブ、黒笹
区女性部、ミヤマ工業株式会社

【最優秀賞】海
え び な

老名祐
ゆ み

美
【優秀賞】花

は な だ
田真

ま お
央、亀

かめもと
本知

ち さ と
里、和

わ だ
田真

ま な
花、加

か と う
藤渉

わたる
、杉

すぎうら
浦愛

め い
依、増

ますおか
岡

健
けんしん

心、襟
えりたて

立真
ま い

衣、大
おおなり

成沙
さ な

奈、大
お お の

野有
ゆ か り

加里、成
な る せ

瀬凱
かいしん

進、林
はやし

莉
り お

緒、森
も り た

田愛
あい

菜
な

、岩
いわさき

崎美
み れ い

麗、岡
お か だ

田柚
ゆ ず き

希、立
つ い き

木乃
の え

愛、天
あ ま の

野美
み き

希、小
お の だ

野田心
み ゆ

結、深
ふ か や

谷汐
しお

里
り

、荻
おぎわら

原紗
さ な

名、小
お の だ

野田直
な お や

矢、兼
か ね こ

子ひまり、鶴
つ る み

見陸
り く と

人、山
やまざき

崎すみれ

■環境美化啓発ポスター入選者（敬称略）

▲最優秀賞受賞作品

 環境美化啓発ポスターの掲示
期間 �①9月9日（水）～15日（火）、②12月

1日（火）～25日（金）
場所 �①サンライブ1階ギャラリー、②イ

オン三好店2階ギャラリー

内容 �①施設に必要な役割のアイデアを出し合う、②施設
の役割と機能を考える

日時 �①10月11日、②11月29日の日曜日10：00～
※原則、両日参加をお願いします。
場所 明知上公民館ホール
対象 �みなよし地区（明知上・明知下・打越・山伏）在住の人
定員 �5人程度（応募者多数の場合は、提出書類を参考に選

考。選考結果は9月末頃に通知）
申込 �9月18日（金）17：00までに、申込書（協働推進課で配

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、協働推進課へ郵送（必着）、ファクス、メー
ル、または直接

内容 �福谷公園をどのように整備するかを考える
日時 �10月31日(土)10：00～、11月19日(木)19：00～、12

月17日(木)19：00～、令和3年1月30日(土)10：00～
※原則、全日参加をお願いします。
場所 福谷ハピネスホール　対象 �市内在住の人　
定員 �10人程度（応募者多数の場合は、提出書類を参考に選

考。選考結果は10月1日頃に通知）
申込 �9月18日(金)17：00までに、申込書（公園緑地課で配

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、公園緑地課へ郵送（必着）、ファクス、メー
ル、または直接

※報酬などはありません。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

  みなよし地区拠点施設を考える
  市民ワークショップの参加者募集
　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

  福谷公園について考える
  市民ワークショップの参加者募集
　公園緑地課　☎32-8024　N34-4189

※報酬などはありません。
※ワークショップの様子（写真など）は、市ホー
ムページなどに掲載する場合があります。

※ワークショップの様子（写真など）は、市ホー
ムページなどに掲載する場合があります。

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

【団体】

※環境美化功労者…環境美化の趣旨を十分理解し
おおむね3年以上、市内で積極的に環境美化に関
する活動を行っている個人、または団体。

通電火災とは？
　大規模な地震などにより停電が発生し、その後電気が復
旧した際に発生する火災。東日本大震災では、本震による
火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。

なぜ通電火災が起きるの？
　通電火災にはさまざまな原因があります。使用中のヒー
ターやトースターなどが揺れにより可燃物に接触し、停電
から復旧した際に可燃物から出火することがあります。

通電火災を防ぐには、感震ブレーカーが効果的
　感震ブレーカーは、揺れを感じると自動で電気を遮断します。感
震ブレーカーについて、詳しくはホームページをご覧ください。ま
た、みよし市では設置補助事業を行っています。ご利用ください。

じゃあ、
どうしたらいいの？

設置補助事業



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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　豊田警察署から、緑丘小学校の児童5人に
防犯少年団の委嘱がされました。また、この
日は交通事故防止についての講話と、トヨタ
自動車ヴェルブリッツの選手による防犯教室
も実施。児童たちは、道路を渡るときは青信
号でもしっかりと左右を確認することや、子
ども連れ去り防止合言葉「みよしっこ」を用い
た不審者への対応を学んでいました。

防犯少年団の委嘱と防犯教室
7月20日（月）緑丘小学校

　天王小学校の3年生が、社会科見学として三
好池の耐震工事現場を見学しました。ヘルメッ
トをかぶり、普段は立ち入り禁止の場所に入
ると、児童たちは「すごい！」と水が引いた三
好池に驚いた様子。作業員の説明を聞きなが
ら鋼管杭を打つ様子を見学したり、今後打つ
予定の鋼管杭に池の絵や作業員へのメッセー
ジなどを思い思いに描いたりしていました。

社会科見学
７月21日(火)天王小学校

　障がいのある人や体の不自由な人に対する
理解を深めてもらおうと福祉実践教室が開催
されました。高齢者理解の講座では、白内障
ゴーグルや重りなどを付けて、高齢者の疑似
体験を実施。生徒たちは、日常の動作が難し
くなることを体感するとともに、困っている
高齢者を見かけたときはゆっくり声を掛けて
接することなどを学んでいました。

福祉実践教室
7月20日（月）三好中学校



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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自然観察会
7月29日（水）三好公園

　市では年3回程度、自然観察会と題し、み
よしいきもの調査隊の隊員と市民の皆さん
が、市内に生息する生き物を調査していま
す。この日、参加者たちは木に止まっている
昆虫や、ライトトラップに集まった夜行性
昆虫などを観察。お目当ての昆虫を見つけた
子どもの一人は「あっちの木の上で見つけた
よ！」と嬉しそうに話していました。

　市内中学校の3年生による部活動交流試合
が行われました。この交流試合は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中止となった
夏季大会に代わり、これまでの活動の成果
を発揮する最後の場として開催。バスケッ
トボールをはじめ9種目で熱戦が繰り広げら
れ、各会場では観戦をした保護者やチームメ
イトから、温かい拍手が送られていました。

市内中学校部活動交流試合
7月23日（木）～8月2日（日）市内各会場

市制施行10周年記念夏季特別展
下
くだ
り松

まつ
瓦
がよ う
窯と西三河の古代瓦

8月8日（土）～9月27日（日）歴史民俗資料館
　今回の展示会では、市内で唯一古代の瓦を
焼いた窯である下り松瓦窯の資料を中心とし
た、西三河地域の古代瓦を展示。三河地域で
は希少な、複

ふくべんれんげもん
弁蓮華文が描かれた軒

のきまるがわら
丸瓦や、

西三河地域で出土した多種多様なタタキ痕が
見られる平

ひらがわら
瓦など、貴重な資料は見応え十分

です。なお、この企画展は9月27日（日）ま
で開催。この機会にぜひご覧ください。



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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吉
よしうら

浦 千
ち あ き

暁ちゃん
クリクリおめめのきーちゃ
ん。これからも笑顔のお花
を咲かせてね。〔西一色町〕

尾
お ざ き

﨑 瑛
え い た

太くん
たくましく、心優しい子に
育ってね！　〔園原〕

3歳

海
かいこう

光 瑠
る な

奈ちゃん
1歳のお誕生日おめでとう
♡　これからも沢山の笑顔
を見せてね！　〔三好町〕

西
にしだて

舘 美
み お

桜ちゃん
跳んだり走ったりいつも元気な
美桜！　お兄ちゃんと仲良く、
大きくなってね♡　〔三好町〕

小
お の だ

野田 このあちゃん
元気で活発なこのあ。笑顔
溢れる、思いやりのある子
になってね！　〔明知町〕

1歳

藤
ふじさわ

澤 佑
ゆ う な

奈ちゃん
いつも笑顔のゆうちゃん♪
のびのびと幸せに育ってね
♥　大好きだよ！　〔園原〕

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　市

いちはら
原 結

ゆうだい
大くん

もうすぐお兄ちゃん♡　仲良
くしてね。ユウくんはとと・
かかの宝物だよ！　〔三好丘〕

2歳

小
こ じ ま

嶋 一
い ち か

叶ちゃん
天真爛漫で、遊ぶのも笑う
のも泣くのも全力の一叶。
大好きだよ！　〔三好町〕

対象 11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、9月15日（火）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
っ
子
集
ま
れ
！

「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。

メール

9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：©）、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】9月11日（金）必着
【8月号の正解】Ⓑ（応募56通、正解56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】広報紙がリニューアルしてから、
1年が経ちました。リニューアルした広報紙への感
想を記入して下さい。

問題  三好公園総合体育館からみよし市役所方面へ続く一本
道、前田緑道。この緑道の長さは次のうちどれで
しょう。

Ⓐ 1,000メートル
Ⓑ 3,440メートル
© 7,100メートル

今号のどこかに載っているよ！　ヒント

1歳

2歳 1歳 3歳

1歳



悩める子どもに寄り添う声掛け3STEP

いつもと違う夏が終わり、あれ？　子どもの様子が変？いつもと違う夏が終わり、あれ？　子どもの様子が変？

平成26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

公益社団法人日本PTA全国協議会会長賞
（小学生の部）今回の三行詩今回の三行詩

自分のタイミングで話し出せるようにし
ましょう。そして、話は最後まで聴く 子どもの気持ちを整理させ、共感

話を聴く、受け止める話を聴く、受け止める 確認する、共感する確認する、共感する

一緒に考え、次へ移る一緒に考え、次へ移る

STEP1 STEP2

STEP3

いつもと違う行動は、子どもが発するSOSのサイン

●
●
●
●
●

ストレスにより表れるサイン

気付いて！　子どもの気付いて！　子どものSOSSOS
～アプローチは声掛けから～

何もしたくないな

11

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 №15
はぐくみ
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図書館だより

みよしの景観百選

�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（9月21日を除く）、9月23日（水）、
24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！

前田緑道
　三好公園総合体育館から前田緑道橋を通り、
市役所まで続く前田緑道。緑に囲まれた全長約
1kmのこの緑道は、気軽に散歩するのにぴっ
たりなコースです。7～9月には鮮やかなピン
ク色のサルスベリの花が、秋にはイチョウやケ
ヤキが緑道を彩ります。

樋
ひぐち
口薫

かおる
／著　東京新聞　請求記号796.0／ヒ

　史上最年長でタイトルを獲得し
た木村王位の半生をまとめた一
冊。木村王位の人柄や将棋へ向き
合う姿勢に触れながら、真剣勝負
の醍醐味や臨場感が描かれてお
り、将棋に詳しくない人でも楽し
めます。また、初タイトル記念
トークショーの模様や、第六十期
王位戦七番勝負の全棋譜も収録。

「受け師の道」

おすすめ図書

読み聞かせ講座 新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のためのお願い

一般図書

　利用の際には、手洗い・うがいや咳エチケット、手
指のアルコール消毒にご協力ください。また、長時間
の閲覧・滞在はお控えください。なお、閲覧スペース
や学習席・おはなしのへやの利用など、一部サービス
を中止しています。来館する際は、ホームページで最
新情報を確認してからお越しください。

内容 �元大学助教授の小
おば た
幡章

しょうこ
子さんによる講座「心を育む本との

出会い～赤ちゃんから大人まで～」
日時 �10月16日（金）10：00～12：00　�場所 �サンライブ3階会議室
対象 �市内在住・在勤・在学　定員 �先着で16人　費用 �無料
申込 �9月15日（火）9：00以降に電話、またはサンライブ2階総
合案内へ直接

家庭での読み聞かせから、
 　子どもが自ら楽しめる読書へ

キャレン・レヴィス／文　チャールズ・サントソ／絵
いわじょうよしひと／訳　BL出版　請求記号E／サ

　「だれでもぼくじょう」に
すむヤギのジャックは、だ
れも寄せ付けず心を閉ざし
ていた。ところが新しく
やってきた片目が見えない
馬のチャーリーとは心を通
わせた。お互いを思いやり

「チャーリー、こっちだよ」 絵本

支えあっていくことの大切さを教えてくれる物語。
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 銀河-月’96　　
作 者 名　織

お だ
田啓

けいすけ
介

受 賞	 1996年度特選　　
設置箇所　緑丘小学校
制作意図　月は古来より空の大陸と言われている。その事は地上の命
の再生の場として認識されていることにほかならない。私たちの生命
観とは常に天と地上を循環する命の不滅を解くものであろう。そし
て、この作品はそれらの関係を具現化し、人々と月あるいは無限の宇
宙空間との交流を図る装置のようなものであってほしいと思う。

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。

10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。                                                    　　　　　　

…初開講の講座

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
3日（土） 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3人
4日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可

8日（木） 　  和花の寄せ植え 13：00～14：00
14：30～15：30 日本の植物である和花を鉢に植えて楽しむ。先着で各5人

10日（土） お手玉を作ろう 10：00～11：30 布でお手玉を作る。先着で３人

17日（土） 　  一
いっかん

閑張りを作ろう 13：00～14：30 ざるに和紙を張り、その上に柿渋を塗り仕上げる。先着で
3人。全4回（10月～令和3年1月の第3土曜日に開講予定）

18日（日） ふくろうの折り紙 13：00～14：30 折り紙でふくろうを折る。先着で3人

24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

31日（土） 絵手紙をはじめよう 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

開館日毎日 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。

　8月8日、石川家住宅でザリガニ釣り大会が開催されまし
た。参加者の皆さんは、風情あふれる庭の池で何匹ものザ
リガニを釣り上げ、笑顔を見せていました。

ザリガニ釣り大会を開催しました！

　10月の講座も、ほっと和む、楽しい講座
が盛りだくさん。ぜひご参加ください。

初

初

初



※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。

10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

14 広報みよし　2020年 9月号

 ＜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。

▲

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

10月9日（金）
 9：00～9：40
10：00～10：40
11：00～11：40

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、妊娠
おめでとうプレゼント引換券

各回３組 10月2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
10月7日（水） 生後7カ月こ

ろの子 身体計測、離乳食の話 12人 9月30日（水）
まで

時間は予約時
にご案内いた
します。

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
10月28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 10月21日（水）

まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
10月19日（月）令和元年9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 10月12日（月）

まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
11月10日（火）

平成30年9月・
10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 11月2日（月）

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

10月13日（火）
● 健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届かなかった人はご連絡ください。
● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただし、指

定日前への変更はできません。
● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。
●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。

10月27日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

10月14日（水）
10月29日（木）

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

10月7日（水）
10月21日（水）

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。また、対面での育児相談を中止し
ています。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。

  �対象者＝令和2年8月1日以降に生まれた人で、ワクチンの種類ごとに次の接種期間にある人
 　　　　①ロタリックス：生後6週0日から24週0日まで、②ロタテック：生後6週0日から32週0日まで
 ※対象者には、9月中旬ごろより順次接種券を発送します。
 接種回数＝①ロタリックス：2回、②ロタテック：3回　費用＝無料
 ※令和２年7月31日生まれまでの人は、無料ではありませんが、任意予防接種費用の助成を利用できます。

10月1日からロタウイルスワクチンの定期予防接種を開始します
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■10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。全日程で託児もあります。

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。

▲

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 ●10月6日（火）
　8：45～11：30
　12：45～15：30
●10月20日（火）
　8：45～11：30
●11月27日（金）
　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

10月6日の予約は、9月8日
（火）、10月20日の予約は、
9月23日（水）、11月27日
の予約は、10月27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）
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。

4日（日）さくら病院
豊田市豊栄町11-131 ☎0565-28-3691

11日（日）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

18日（日）家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

25日（日）山元整形外科皮膚科
豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

※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。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。
※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。
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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
秋の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　9月21日(月)から30日(水)まで、秋
の全国交通安全運動が展開されます。
一人一人が交通安全意識を高め、交通
事故の防止に努めましょう。なお期間
中、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。

【運動の重点】
●�子どもをはじめとする歩行者の安全
と自転車の安全利用の確保
●高齢運転者などの安全運転の励行
●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲
　酒運転などの危険運転の防止

サンアートの指定管理者
教育行政課��☎32-8028  N34-4379
　サンアートの施設管理などを行う指
定管理者を募集します。
期間 �令和3年4月1日～令和8年3月31日
申請 �9月15日（火）～10月26日（月）ま
でに申請書など（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

※申請書の提出方法など詳しくは9月
15日（火）～１０月９日（金）に配布する
募集要項に記載してあります。必ずご
確認ください。
※サンアート大規模改修工事
期間中のため、現地説明会は
行いません。

豊田都市計画愛知大学跡地地区
計画の変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画愛知大学跡地地区計画
の変更案を次のとおり縦覧します。こ

の案について、意見のある人は意見書
を提出することができます。
期間 �9月4日（金）～18日（金）
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

都市計画の変更にかかる説明会
都市計画課��☎32-8021  N34-4429
　東山地区における、用途地域の変更
にかかる都市計画決定の素案を作成し
ましたので、次のとおり説明会を開催
します。
日時 �9月18日（金）19：00～
場所 �市役所3階研修室3

空き家実態調査
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　市内全域の空き家の数や状態を把握
するため、市から委託を受けた事業所
の調査員が外観調査や写真撮影を行い

ます。
期間 �9月1日（火）～9月末日（予定）
※調査員がみだりに敷地内に立ち入る
ことはありませんが、居住や使用の有
無を確認するため、玄関先や呼び鈴が
ある位置まで立ち入ることがあります。
※調査員は腕章を着用し、市発行の調
査員証を携行します。

さんさんバス
外国語版バスマップの配布
企画政策課　☎32-8005  N76-5021

　9月から英語、ポルトガル語、中
国語、ベトナム語に翻訳したさんさ
んバス外国語版バスマップを、バス
車内、市役所総合案内、市民課、企
画政策課およびイオン三好店1階イ
ンフォメーションで配布しています。

※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。

ナンバープレートに「盗難防止ねじ」を
取り付けましょう！

詐欺の封書にご注意！

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

た、駐車場にもセンサーライトや防犯カメラを設置しましょう。

　豊田警察署管内で、架空の料金を請求する封書が多数確認されてい
ます。犯人は「法務管理局」をかたり、「連絡がない場合は財産を強制
的に差し押さえる」などと不安をあおり、訴訟取り下げ費用と称して
多額の現金を請求してきます。

【対策】
●封書に書かれた連絡先には絶対に連絡しない
●身に覚えのない電話や郵便物については、自分だけ
　で判断せず、必ず誰かに相談する

ホームページ

　過日、みよし市内で、民家敷地内に駐車していた車両のナンバープ
レートの盗難被害が、一晩で10件以上発生しました。盗まれたナン
バープレートのほとんどは、他の犯罪に悪用されてしまいます。被害
防止のためにナンバープレート盗難防止ねじを取り付けましょう。ま
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●使い捨てライター…市役所リサイク
　�ルステーションまたは中身を使い切
ってから金属ごみ

愛知県立農業大学校
令和3年度学生募集
愛知県立農業大学校教育部
学務科　☎0564-51-1602　
　愛知県立農業大学校では、実践的な
農業を学ぶことができます。募集の詳
細はホームページをご覧ください。
科目 �農学科…鉢物・緑花木、切花、作
物、果樹、露地野菜、施設野菜、
酪農、養豚・養鶏

期間 �2年　定員 �100人

新規就農相談会
豊田加茂農林水産事務所
農業改良普及課
☎0565-32-7509  N0565-35-0416
{toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp
内容 �就農準備および農地制度などの説
明、先輩就農者の事例発表、個別
相談

※新型コロナウイルス感染症の発生状
況により個別相談のみとなる場合があ
ります。
日時 �10月24日(土)13：00～16：00
場所 �豊田加茂総合庁舎別館2階第1会
議室(豊田市元

もとしろ
城町4-45)

対象 �みよし市または豊田市で新たに農
業に取り組む意欲のある人

定員 �先着で20人
申込 �10月16日(金)まで（必着）に郵便
番号、住所、氏名、年齢、メール
アドレス、ファクス、電話番号、

個別相談希望の有無、「新規就農
相談会に参加希望」であることを
明らかにして、豊田加茂農林水産
事務所農業改良普及課へ郵送(〒
471-8566　豊田市元城町4-45)、
ファクス、またはメ－ル

催し・講座
秋期日本語ボランティア
入門講座
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
　日本語を指導するボランティアにな
りませんか。
日時 �9月23日～11月18日の水曜日
10：00～11：30（全8回）

場所 �市民活動センター1階多目的室2
対象 �講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人

※外国語能力は問いません。
定員 �先着で6人　費用 �無料
申込 �9月16日（水）までに協働推進課へ
電話、または直接

第5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
　軽トラックの荷台などを店舗に見立
て、新鮮な野菜や果物・加工品・雑貨な
どをお値打ちに販売します。ぜひ、お
越しください。
日時   9月5日（土）9：00～11：30（雨天開
催）

場所 ��おかよし交流センター駐車場

ふるさと納税返礼品事業者の募集
財政課　☎32-8002　N76-5021
{zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　市へふるさと納税を行った
寄付者への返礼品を提供して
いただく事業者を募集して
います。
対象市内で生産・製造・加工した商品　
　　（期間限定の商品でも可）
申込 �申請書（財政課で配布、�ホームペ
　　ージからダウンロード可）に必要
　　事項を記入し、財政課へ郵送、メ
　　ール、ファクス、または直接

発火物の廃棄に注意してください
環境課　☎32-8018　N76-5103
　6月22日に市内の燃やすごみを積
んだごみ収集車から白煙が上がったた
め、緊急停車し、消火器を使用する事
態が発生しました。原因は廃棄された
モバイルバッテリーからの発火による
ものでした。充電器などの発火物を廃
棄する際は、以下のことに注意してく
ださい。
●充電器やスマートフォンなどのリチ
　�ウムイオン電池を使用する機器…リ
サイクルステーション（グリーンス
テーション三好、三好公園第4駐車
場北）の小型家電コーナーへ
●スプレー缶…使い切って、穴を開け
　�てから金属ごみ（穴を開けられない
場合は中身を空にしてリサイクルス
テーションへ）
●小型コンロなど…電池着火式のもの
　�は、必ず電池を抜いてから金属ごみ

　ホームページ ホームページ

　　有料広告

広告主募集中
費用 �15,000円/1枠あたり
申込 �申込書（広報情報課で配布、またはホームページか

ホームページ

らダウンロード可）に必要事項を記入し、
広告案を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。
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催し・講座
外国人のための日本語教室
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
日時 �次のとおり
●●��水曜教室…10月7日～令和3年3月
10日の毎週水曜日（12月23日・30
日、1月6日を除く）10：00～11：30
●�土曜教室…10月3日～令和3年3月
13日の毎週土曜日（12月26日、1
月2日を除く）10：00～11：30

場所 �市民活動センター1階多文化共生
センター

対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上
　　で日本語を勉強したい外国人
費用 �無料（テキスト代が別途必要）
申込 �不要。開催日に会場へ直接

第2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
　大根、白菜、ブロッコリーを自分で
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 �9月19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20人
費用 �無料
申込 �9月1日（火）～15日（火）までに緑と
花のセンターへ電話、または直接

みよし創業塾
みよし商工会��
☎34-1234��N34-5799
　創業に必要なノウハウや知識を、全
般的に学びます。
日時 �10月3日～11月7日の土曜日10：
00～15：00

場所 �東海学園大学三好キャンパス
対象 �創業を予定している人、創業・経
営に興味がある人、創業して概ね

5年以内の人
定員 �先着で10人　費用 �4 ,000円
申込 �9月23日（水）までに、申込用紙（産
業課、みよし商工会窓口で配布、
ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入の上、みよ
し商工会へ郵送（〒470-0224�三
好町大慈山2-11）、ファクス、ま
たは直接

高齢者向け就職支援セミナー
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内  
☎33-1860  N32-8222
　人生100年時代に向けて「シニア世代
からの職業人生をどう考える！」につい
て学びませんか。
日時 �10月14日(水)13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �特定社会保険労務士の小

お や ま だ

山田政
まさよし

義
さん

対象 �50歳以上の就職活動中の人
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �9月1日(火)～10月8日(木)（土・日
曜日、 祝日を除く）にジョブサポ
ートみよしへ電話、または直接

食育推進ボランティア研修交流会
愛知県豊田加茂
農林水産事務所農政課� 
☎0565-32-7363 
N0565-32-7396
{toyotakamo-nourin@pref.aichi.lg.jp
　食育推進ボランティア研修交流会
「地域の伝統食『鮎飯』～鮎釣り師直
伝！　絶品『鮎飯』の作り方」を開催し
ます。食育ボランティアと一緒に地域
の食を見直し、味わいませんか。
内容 �鮎を題材とした講座・調理実習
日時 �10月2日（金）10：30～13：30
場所 �三州足助屋敷薫楓亭（豊田市足

あ す け

助
町飯

いいもり

盛36�☎0565-62-1188）
対象 �みよし市・豊田市在住で18歳以上
定員 �抽選で15人
費用 �3,000円（入館料、駐車場料金、
飲み物代含む）

申込 �9月17日（木）までに申込書（ホー

ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、郵送（必着）、
ファクス、またはメール

豊田高専の催し・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

【高専生と科学工作＆稲刈り
に挑戦】
日時 �10月4日（日）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

さ さ ど

戸町（名鉄豊田市駅集合）
対象 �小学4～6年生　定員 �抽選で12人
費用 �500円　
申込 �9月18日（金）までに、申込用紙
（豊田工業高等専門学校総務課で
配布、ホームページからダウンロ
ード可）に必要事項を記入の上、豊
田工業高等専門学校総務課へ郵送
（〒471-8525�豊田市栄

えいせい

生町2-1）、
ファクス、またはメール

【100万語英語多読体験会】
内容 �英文多読の原理と多読図書の紹介
日時 �10月3日（土）10：00～11：30
場所 �豊田工業高等専門学校図書館（豊
田市栄生町2-1）

申込 �不要。会場へ直接

健康・福祉
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
る人はいませんか。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 �講演「腹が立った時どうする？　
認知症介護の知恵袋」

日時 �9月25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

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

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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などでの日差し対策をお願いします。
申込 �不要。集合場所へ直接

自殺予防週間
健康推進課  保健センター内
☎34-5311　N34-5969
　9月10日から16日までは自殺予防週
間です。悩みや不安がある人は、一人
で抱え込まず、助けを求めることが何
よりも大切です。保健所や専門機関にご
相談ください。また、周りの悩んでい
る人にも紹介してあげてください。そ
して、一人ではないと温かく寄り添い
ましょう。衣浦東部保健所では、ここ
ろの健康相談を実施していますのでご
利用ください。
相談 �平日9：00～16：30（12：00～13：
00を除く）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（☎0566-21-9337）

障がい者向け身だしなみ講座
社会福祉協議会 
☎34-1588  N34-5860

　誰にでも好感をもたれる身だしなみ
を学び、地域デビューや就労につなげ
てみませんか。
内容 �爪チェック、服装チェック、洗顔、
メイクまたは顔そり、体臭予防

日時 �10月13日（火）13：30～15：30
場所 �福祉センター３階大ホールＡ・Ｂ
対象 �次のいずれかに該当する人
①市内在住で療育手帳・身体障害者手
　帳・精神障害者手帳の交付を受けて
　いる
②市内特別支援学級および特別支援学
　校の生徒で中学１年生以上
③市内就労移行支援事業所を利用して
　いる
定員 �先着で20人
申込 �9月7日（月）～30日（水）に、社会
福祉協議会へ電話または直接

子育て
ベビトレヨガ
きたよし地区子育て支援センター
莇生保育園内
☎34-4660  N34-7558

日時 �9月17日（木）Aグループ10：00～
10：45、Bグループ11：00～11：45

場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �市内在住で6カ月～3歳ぐらいま
　　での子とその保護者
定員 �抽選で各グループ10組
費用 �1人15円　持物 �バスタオル
申込  9月3日（木）～10日（木）にきたよし
地区子育て支援センターへ電話、ま
たは直接

認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎33-0791  N34-0786
　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �K

ケ イ コ
eiko&K

コ ウ ジ
oujiライブ

日時 �9月24日（木）13：30～15：00
場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

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一緒に歩きな
がら、みよしの魅力を発見しません
か。整備された河川敷は、緑のじゅう
たんが広がり、野鳥や川のせせらぎな
どを楽しむことができます。
内容 �約4㎞のコース（境川緑地）を約1
時間30分かけて歩く

日時 �10月2日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �境川緑地公園に集合（下図参照）

境川
珈琲屋
らんぷ

集合
場所

ファミリー
マート

三好井ノ口

※駐車場に限りがあります。

対象 �市内在住　費用 �無料
持物 �過去にこの企画に参加した人は健
康記録手帳と名札

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子

   9 火
日9

   12020

　　有料広告

 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
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　　へ電話、または直接

小学校就学時健康診断・知能検査
学校教育課�☎32-8026�N34-4379

　令和3年度、小学校へ入学する子
は、健康診断と知能検査を受ける必要
があります。案内を 9月中旬に各保
育園・幼稚園で配布、または学校教育
課から送付しますので、必ず受診して
ください。

子育て
育児講座「ことばの育ち～かか
わり方・遊びのヒント」
子育て総合支援センター
☎34-0500  N34-0501
内容 �言葉の育ちのプロセスや親の関わ
　　り方・遊び方のヒントを学ぶ
日時 �9月29日（火）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
対象 �0歳～1歳半児の保護者
定員 �15人　費用 �1人15円　託児 �あり
申込 �9月15日（火）～22日（火）9：00～
16：00に子育て総合支援センター

※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。

他 �定員を超えた場合は、10月30日（金）18：00までに
受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育
の必要性の高い子を優先にして調整。子どもの発育
に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支
援課へ相談

※入園要件など詳しくは、申込書と同時に配布する「保
育園入園申し込みのご案内」、
または9月10日（木）以降に
ホームページをご覧ください。

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け��子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

　令和3年4月1日からの新入園と、令和3年4月から9月末
までに育児休業復帰による入園を希望する保育園児の入園
受け付けを行います。申込書は9月10日（木）以降に各保育
園（みよしの森ほいくえんは、子育て支援課）で配布します。
日時 �受付日は下表のとおり　場所 �入園第1希望の園　
※みよしの森ほいくえん（令和3年4月1日開所予定0～2歳
児対象）の入園受け付けは、子育て支援課で実施します。
※可能な限り入園対象のお子さんをお連れください。当日
に申し込みができない場合は、入園第1希望の園に事前に連
絡し、10月30日（金）18：00までの平日に申し込みしてく
ださい。

受付日 受付
時間 保育園名 所在地 電話番号 保育実施

児童年齢 延長保育 区分

10月2日
（金）

9：00～
18：00

莇生保育園 莇生町仲田48-1 ☎34-7557 0～5歳児 19：00まで 私立
打越保育園 打越町畦違311 ☎34-0123 0～5歳児 19：00まで 公立

10月7日
（水）

9：00～
18：00

黒笹保育園 福谷町西大山1-31 ☎36-5107 0～5歳児 19：00まで 私立
明知保育園 明知町細口浦41 ☎32-1035 1～5歳児 19：00まで 公立

9：00～
17：15

みよしの森ほいくえん
（小規模保育事業所） 打越町新池浦110-4

未定（入園受け付
けは、子育て支援
課にて実施）

0～2歳児 19：00まで 小規模

10月8日
（木）

9：00～
18：00

キッズハウスみよし
（小規模保育事業所） 三好丘1-11-5 ☎36-3131 0～2歳児 19：30まで 小規模

なかよし保育園 西一色町二ノ沢8-2 ☎32-3048 0～5歳児 19：00まで 公立
わかば保育園 三好町大坪54 ☎34-1151 0～5歳児 19：00まで 公立

10月9日
（金）

9：00～
18：00

天王保育園 三好町天王51-20 ☎32-2346 0～5歳児 22：00まで 私立
みどり保育園 三好丘桜4-11-1 ☎36-3330 0～5歳児 19：00まで 公立

10月13日
（火）

9：00～
18：00

すみれ保育園 三好町八和田108 ☎34-3123 0～5歳児 19：00まで 公立
城山保育園 福谷町市場61-2 ☎36-3310 0～5歳児 19：00まで 公立

ホームページ

ベビーダンス
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内　☎36-5722  N36-5108
　親子で気持ちよく体を動かして、楽
しく遊びませんか。
日時 �10月15日（木）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �3カ月～1歳半までの未就園児と
その保護者

定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
持物 �縦抱き抱っこ紐（必ず縦型で）
申込 �10月1日（木）～8日（木）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
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スポーツ
総合体育大会ミックスダブルス
テニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
�内容 �男女混合ミックスダブルス（1セッ

トマッチ）
日時�11月14日（土）9：00～（予備日21
日（土））

場所�三好公園テニスコート
対象�市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会登録者

費用��1組2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
�申込�10月4日（日）までに長山さんへ
メール（{i-nagayama@tim.hi-
ho.ne.jp）

水泳教室（後期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
　25メートルクロールを目標に楽し
く水泳上達を目指しませんか。
日時 �10月24日～令和3年3月27日の指
定する土曜日①9：00～9：45、②
9：50～10：35

場所 �みよしスポーツアカデミー（三好
町天王26-3）

対象 �小学生　定員 �先着で各若干名
費用 �受講料23,500円（半期）、年会費
1,000円（年間）、スポーツ保険料

　　800円（年間）
申込 �9月27日（日）9：00～受付開始。以

降は平日（月曜日を除く）13：00
～17：00、土・日曜日9：00～12：

　　00、13：00～17：00に参加費を
　　添えて、なかよしクラブへ直接
※9月15日（火）～26日（土）に空き状
況を電話で確認してください。
※詳しくはホームページをご覧ください。

三好さんさんスポーツ
クラブの教室・体験会
三好さんさんスポーツクラブ  
明越会館内  ☎・N34-3621  
{sansan@hm9.aitai.ne.jp

【前期幼児かけっこ教室】
日時 �9月13日・27日の日曜日①8：00
～9：00、 ②9：15～10：15、10
月4日・18日、11月8日・29日の
日曜日①9：00～10：00、②10：
15～11：15

※後期…12月～令和3年3月も月2回
程度開催予定です。
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �①年長児～小学2年生、②年少～
年長児

定員 �各回先着で10人　
費用 �9月12日（土）までに事務手続き料・
保険料1,000円、参加費1回につき
1,000円またはチケット6回分
5,400円を、火・木曜日9：00～
15：00、水・金・土曜日9：00～
12：00に三好さんさんスポーツク
ラブへ直接

※初めての人は、1回500円（保険料込
み、当日集金）で体験できます。
申込 9月10日（木）までに、氏名、園名
（学校名）、学年、電話番号を明ら

　　有料広告

かにして、三好さんさんスポーツ
クラブへメール

【タグラグビー体験会】

日時 �9月27日、10月4日・11日の日曜
日15：00～17：00

場所 �緑と花のセンターふれあいA広場
対象 �小学1年生～中学生
定員 �各日先着で50人
費用 �1回500円（保険料込み、当日集金）
申込 �各開催日の3日前までに、氏名、
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
ふるさと納税事業補助員の募集
財政課　☎32-8002　N76-5021
勤務 �1日7時間45分以内で週
5日以内

期間 �10月～令和3年3月31日
業務 �ふるさと納税事業拡大に伴う新規返

礼品取扱事業者への訪問活動など
人数 �1人　選考 �書類および面接
申込 ��9月25日（金）までに「会計年度任
用職員登録申込書」（財政課で配
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、財政
課へ郵送または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ



10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 12日（月）13：00～16：00 市役所2階201会議室 不要
法律相談 9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 20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 14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 1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 14日・28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（月）・20日（火）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（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
13日（火）9：00～、10：00～、11：
00～、27日（火）13：00～、14：00
～、15：00～

ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内 必要（前日まで）ジョブサポートみよし☎33-1860（専）

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

衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

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

衣浦東部保健所生活環境安
全課��☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査 6日・13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 7日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337アルコール専門相談 13日（火）14：00～16：00 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

22 広報みよし　2020年 9月号



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：2,210人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年8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

  

Setor Ambiental
☎0561-32-8018　N0561-76-5103
No dia 22 de Junho, ocorreu a seguinte situação: por 
causa de uma fumaça branca que saia do caminhão 
de coleta de lixo queimável da cidade, o caminhão 
teve uma parada de emergência e foi preciso usar um 
extintor de incêndio. A causa do incêndio foi o descarte 
de um carregador de smartphone. Os aparelhos que 
usam baterias de íon de lítio, como carregadores e 
smartphones, devem ser descartados na seção de 
eletrodomésticos de porte pequeno da estação de 
reciclagem.

Caution Requested for Battery Charger 
Disposal
Environment Division
☎0561-32-8018　N0561-76-5103
On June 22, because of white smoke coming from the 
loaded trash on a garbage truck collecting burnable 
trash, the truck was forced to make an emergency stop 
and use a fire extinguisher. It was determined that the 
cause of this smoke was a smartphone battery charger 
that had ignited. Please do not dispose of any devices 
using lithium ion batteries, such as smartphones and 
their battery chargers, in collected trash. These items 
should be taken to a recycling station and placed in the 
corner for small electrical appliances. 

充
じゅうでんき

電器の廃
は い き

棄にご注
ちゅうい

意ください
Cuidado ao descartar carregadores

（日本語の記事は21ページ参照）    

Departamento de Planeamento Político
☎0561-32-8005  N0561-76-5021
Desde Setembro, estamos distribuindo a tabela 
de horário do San San Bus traduzidos em inglês, 
português, chinês e vietnamita. A distribuição está 
sendo feita no Balcão de Informações Gerais, no 
Departamento de cidadania e no Departamento de 
Planeamento Político da cidade de Miyoshi. O San 
San Bus (Linha Kuromatsu Kun e Linha Satsuki 
Chan) estão operando todos os dias, e pode ser 
usado por ¥100. Fique à vontade para usar!

Sansan Bus Timetables Translated 
into Other Languages Available in 
September
Policy Planning Division
☎0561-32-8005  N0561-76-5021
From September, Sansan bus timetables 
translated into English, Portuguese, Chinese, 
and Vietnamese will be available in the bus, 
at the City Hall General Information desk, the 
Resident Registration Div. counter and the Policy 
Planning Div. counter. The Sansan buses (both 
Kuromatsukun and Satsukichan routes) run daily 
and the fare is 100 yen. Please do not hesitate to 
use this service.

さんさんバス外
がいこくごばん

国語版バスマップを配
はいふ

布しています
Estamos distribuindo a tabela de 
horário do San San Bus em idiomas 
estrangeiros

（日本語の記事は20ページ参照）

　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と高校生のフ
レッシュな感想をお届けします。
　市役所の業務を理解す
るだけでなく、みよし市
の魅力を新たに見つける
ことができ、とても良い
経験になりました。（白）

　原稿の作成や写真撮影
など、どれもやりがいを
感じるお仕事でした。こ
の経験を今後の進路決定
に生かしたいです。（山）
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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 9月7日（月）、10月5日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

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

みよし市公式フェイスブック

始まりま
す。

キャッシ
ュレス

　　決済
サービス

（試行）

9月～令和3年2月
試行期間

対象路線

対象電子マネー

利用方法

くろまつくん（交流路線）

問い合わせ：
企画政策課（☎32-8005  N76-5021）

乗車時、運転手に使用する電子マネーを伝え、
運賃箱横に設置してある利用端末にタッチをす
ると、支払いができます。

1乗車100円

さんさんバスは
安くて便利！

毎日運行

さんさん
バス

WAON nanaco 楽天Edy iD


	表紙
	特集（新型コロナと大規模災害　新しい避難様式）※2ページ
	市政ニュース※6ページ
	まちの話題※8ページ
	みよしっ子ひろば※10ページ
	家庭教育だより　はぐぐみ※11ページ
	みよしの景観百選※12ページ
	来てみりん！石川家住宅、街角アート※13ページ
	保健ガイド※14ページ
	みよしインフォメーション※16ページ
	相談※22ページ
	外国語情報※23ページ
	裏表紙※24ページ



