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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
さんさんバスPayPay導入
企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

　7月1日からさんさんバスでキャッ
シュレス決済サービスP

ペ イ ペ イ

ayPayアプリ
を利用したQRコード決済ができま
す。PayPayアプリで運賃箱近くのQR
コードを読み取ることで運賃の支払い
ができますので、ご利用ください。
※回数券(11枚つづり1,000円)をPay
Payで購入するときは、運転手に申し
出てください。

【対象路線】
くろまつくん・さつきちゃんの全路線

夏の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702
　7月1日(木)から10日(土)まで、夏
の安全なまちづくり県民運動が展開さ
れます。自動車盗などの盗難被害にあ
わないために、短時間でも車から離れ
るときは必ずエンジンキーを抜き、ド
アは施錠するなど注意しましょう。

【運動の重点】
●侵入盗の防止　●自動車盗の防止
●特殊詐欺の被害防止
●子どもの犯罪被害防止

夏の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　7月11日(日)から20日（火)まで、夏
の交通安全県民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
事故の防止を図りましょう。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】
●�子どもと高齢者をはじめとする歩行
者の安全の確保
●�歩行者などの保護をはじめとする安
全運転意識の向上
●自転車の安全利用の推進

樹木せん定の受け付け開始
シルバー人材センター  
☎34-1988  N34-2831
　冬季樹木せん定作業の受け付けを開
始します。作業は、10月から令和4年
3月31日までに行います。
申込 �8月2日(月)～令和4年2月25日(金)
の平日9：00～17：00にシルバー
人材センターへ電話

※来所による申し込みはできません。
※申し込み多数の場合は、作業が4月
以降になる場合があります。

社会を明るくする運動
福祉課  
☎32-8010  N34-3388
　社会を明るくする運動は、犯罪の防
止と罪を犯した人たちの更生について
理解を深めるためのもので、毎年7月
を強調月間としています。みんなで力
を合わせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築きましょう。
　また「社会を明るくする運動～犯罪

や非行を防止し、立ち直りを支える
地域のチカラ～」PR書を募集していま
す。入選作品はイオン三好店に掲示
し、記念品を贈呈します。また応募者
全員に参加賞を贈呈します。
対象 �市内在住の小学生
課題 �小学1年生…まち、小学2年生…
あいさつ、小学3年生…思いやり、
小学4年生…明るい社会、小学5
年生…少しの勇気、小学6年生…
地域の力

申込 �半紙に課題を毛筆で書き、7月30
日（金）までに、応募用紙（ホーム
ページからダウンロード可）を添
えて福祉課へ郵送または直接

※応募作品は返却しません。

有害鳥獣の捕獲�
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　果樹や野菜などに被害を与える有害
鳥獣の捕獲を行います。捕獲は、散弾
銃、空気銃、網、カラス用の箱わなを
使用して行います。捕獲に伴う危険防
止対策は、万全を期して実施しますの
で、皆さんのご協力をお願いします。
日時 �7月初旬～10月中旬（9月を除く）
の週3回程度

場所 �鳥獣保護区を除く市内の果樹園と
野菜畑� � �

※農作物保護が目的であり、広く一般
の人からの要望に対応するものではあ
りません。

※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。

自転車盗が多発しています
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　市内の自転車盗被害は、令和3年1月から5月までの間
で22件発生しており、昨年の同時期よりも14件増加して
います。駅の駐輪場や住宅敷地内に駐輪している自転車が

狙われています。ツーロックにしたり、防犯カメラが設置されている
駐輪場を選んだりするなど、対策を行いましょう。

ホームページ
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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

プラスチック製容器包装用袋に
小サイズができました
環境課  ☎32-8018  N76-5103
　プラスチック製容器包装用袋の小サ
イズを、7月1日（木）から市指定ごみ
袋販売店で10枚入り100円（税込み）
で販売します。なおプラスチック製容
器包装は、金属ごみと陶磁器・ガラス
ごみの集積所および各リサイクルステ
ーションみよしで回収しています。

里親養育体験発表会および
里親サポーター養成講座
愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター
☎0565-33-2211　N0565-33-2212
　愛知県では、さまざまな事情により
自分の家庭で生活できない子どもたち
を家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解
を持って養育する里親を募集していま
す。また里親を支援する里親サポータ

ーを募集しています。
内容 �①里親による体験発表、②里親サ
ポーター養成講座

日時 �8月6日（金）①10：30～12：00、②
13：00～15：00

場所市役所3階研修室
費用無料　定員先着で30人
申込 �7月6日（火）～7月30日（金）に、愛
知県西三河児童・障害者相談セン
ター（☎0564-27-2779）へ電話

催し・講座
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
てた朝市を開催します。新鮮な野菜や
果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
買い求めいただけます。
日時 ��7月10日(土)9：00～11：30（雨天
開催）

場所 ��JAあいち豊田グリーンステーショ
ン三好駐車場

家族みんなでクールシェア
環境課　☎32-8018  N76-5103 
　涼しい部屋を家族みんなで共有（シ
ェア）し、家庭内のエアコンの使用を
控えることで、CO₂の排出が抑えられ
ます。暑い夏も、環境に配慮しながら
家族みんなで乗り切りましょう。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
子ども用自転車、中学校の通学リュッ
ク、北中学校女子制服上下（夏服・冬服）

【譲ってください】
くわ、備中ぐわ、シャベル、小型耕運機

【交渉の流れ】
　希望者は7月8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

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間
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

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　☎32-8023　N34-4429

□塀の高さが2.2m以下　　　　　
□基礎がある　　　　
□傾きやひび割れがない　
□�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
※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。

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 �道路に面する高さ1m以上の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3分の2（指定道路に面する場合は上限12万円、
その他の道路に面する場合は上限10万円）
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催し・講座
図書館読書啓発事業
第2回ビブリオバトル
生涯学習推進課  
☎34-3111  
N34-3114

　発表者がお気に入りの一冊を紹介
し、ディスカッションを経て観覧者が
読みたくなった本に投票し、チャンプ
本を決定します。お気に入りの一冊
を、ぜひ紹介してください。
日時 ��8月29日（日）14：00～15：30　
場所 ��サンライブ３階会議室
対象 ��中学生以上　費用 �無料
定員 �①発表者…抽選で6人、②観覧者
…先着で20人

申込 ��①7月14日（水）～8月12日（木）に
指定の申込書（ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記

入し、生涯学習推進課へ郵送、フ
ァクス、またはサンライブ2階総
合案内へ直接、②7月14（水）9：
00以降に生涯学習推進課へ電話
またはサンライブ2階総合案内へ
直接

生活ごみ出し支援ボランティア
説明会
長寿介護課��☎32-8009  N34-3388
　ひとり暮らしの高齢者などが住み慣
れた地域で在宅生活を継続するため
に、生活を支援する助け合いの仕組み
として、生活ごみを自宅から集積所ま
で運ぶボランティア活動を始めます。
この活動に興味のある人に対し説明会
を開催します。
日時 ��8月6日（金）13：30～14：30
場所 ��福祉センター3階大ホール
対象 ��どなたでも可　定員 �先着で15人
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため定員を設けています。説明会に参
加できない場合でも随時ボランティア
登録を受け付けます。
申込 �7月30日(金)までにみよし市ボラ

ンティア連絡協議会事務局（福祉
センター内）へ電話（☎34-1588）
または直接

※説明会は無料ですが、ボランティ
ア活動には保険料がかかる場合があり
ます。また活動にはボランティア登録
が必要です。

求職者支援セミナー
ジョブサポートみよし ふれあい交流館内  
☎33-1860　N32-8222
　労働者派遣のルールや派遣求人の見
方を学びませんか。
日時 ��8月25日(水)13：30～15：00
場所 ��ジョブサポートみよし
対象 �ハローワークの求職者、雇用保険
受給者で派遣就業中の人、派遣就
業を考えている人

※雇用保険受給中の人は、求職活動実
績となります。
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 ��7月1日(木)以降の平日にハローワ
ーク豊田(豊田市常

と き わ

盤町3-25-7)の
職業相談部門、またはジョブサポ
ートみよしへ直接

※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。

【令和3年度版産直マップ】
　令和3年度版みよし市産直マップを作成し
ました。今月号の広報みよしに折り込み配布
していますので、ぜひご活用ください。
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●各直売所の開催場所、日時、内容については

　変更になる場合があります。

　詳しくは各直売所におたずねください。
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令和3年度版産直マップ・特産品シール・みよし産農畜産物表示シール　
産業課  ☎32-8015  N34-4189

【特産品シール】
　市の特産品である柿・ナシ・ブドウを市内外
の人により知ってもらうため、特産品シール
を作成しています。
内容 �柿（富有柿、太秋柿、次郎柿、陽豊柿）、
ナシ（あきづき、幸水、愛甘水、豊水）、
ブドウ（巨峰、シャインマスカット、デ
ラウェア、クイーンニーナ）のシール

※各品種、シールの大きさは2種類（大…直
径85mm、小…直径30mm）あります。
対象 �市内で生産された該当品種
費用 �無料　申込 �不要。産業課へ直接

●産直マップ

【みよし産農畜産物表示シール】
　みよし産の農畜産物であることをPRするため、農畜産物表
示シールを作成しています。
内容 �「みよし産」のシール
※シールの大きさは2種類（大…直径85mm、小…
直径30mm）あります。
対象 �市内で生産された農畜産物または市内で生産された農畜産
物を使用した加工品

費用 �無料　申込 �不要。産業課へ直接

ホームページ

ホームページ
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場所 ��歴史民俗資料館　費用 ��無料
他 ��7月17日(土)～9月5日(日)は、県
内19の博物館などの施設と共同で
「愛知やきものヒストリー2021」と
して、共通テーマ展示やスタンプ
（シール）ラリーを開催します。

第2回自然観察会
環境課  ☎32-8018　N76-5103
　夜行性昆虫の観察を中心に、自然の
中を一緒に回ります。植物や昆虫など
の生き物を観察しながら自然との触れ
合いを楽しんでみませんか。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
日時 ��8月2日（月）19：00～
※雨天中止です。中止の場合は当日13：
00に決定し連絡します。
場所 ��三好公園（第6駐車場に集合）
対象 ��市内在住の小・中学生とその保護者
定員 �10組程度　費用 �無料
申込 �7月21日(水)までに環境課へ電話
または直接

風力発電所やブナ原生林を回る
見学ツアー
西三河首長誓約推進協議会  
☎0565-34-6650　N0565-34-6759
{kansei@city.toyota.aichi.jp
日時 ��8月1日（日）①9：30～12：30、②
13：30～16：30

場所 ��稲武どんぐり工房集合（豊田市武
ぶ

節
せつまち

町針
はりはら

原15）
対象 ��小学5・6年生とその保護者
※子ども1人につき、保護者1人でお願
いします。
定員 �先着で各9組　費用 �無料

申込 ��7月5日（月）10：00以降に住所、
氏名、電話番号を記入し、西三河
首長誓約推進協議会事務局へメー
ル、ファクスまたは電話

生涯学習秋冬講座
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　サンライブでは、さまざまな内容の
講座を「春夏」「秋冬」「新春」の年3期に
分けて開催しています。今回は9月か
ら開講する「秋冬講座」の受講生を募集
します。講座や申し込み方法など詳し
くは、今月号の折り込み、または「秋
冬講座案内」（7月1日（木）からサンラ
イブ、市役所1階情報プラザ、サンネ
ット、ホームページで閲覧可）をご覧
ください。
対象 ��市内在住・在勤・在学

親子下水道教室
境川浄化センター　☎0566-25-1295
　下水道施設の見学や水質分析を通し
て、下水道の役割や仕組み、大切さを
学びませんか。皆さんのご参加をお待
ちしています。
日時 ��7月27日、8月3日の火曜日①9：
30～12：00、②13：30～16：00

場所 ��境川浄化センター（刈谷市衣
ころもざき

崎2-
　　20）
対象 ��小学生とその保護者
※薬品などを使用するため、未就学児
の同伴はできません。
定員 ��先着で各4人　費用 ��無料
申込 ��7月5日(月)～13日(火)に境川浄化
センターへ電話

女性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
　子育て中の女性に向けて、再就職ま
でのステップや子育てと仕事、心のバ
ランスの取り方についてお伝えします。
日時 ��8月4日(水)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～未就学児が対象）
※7月26日(月)までに予約が必要です。
申込 ��7月1日(木)～30日(金)の平日にジ
ョブサポートみよしへ電話、また
は直接

夏季企画展　
シリーズ猿投窯の歴史を探る1
「猿投開窯」
歴史民俗資料館  
☎34-5000　N34-5150
　古代・中世のみよし市は猿投窯と呼
ばれる一大窯業生産地でした。そんな
猿投窯の歴史を数回に分けて展示し、
時代ごとに異なる猿投窯の姿を紹介し
ます。第1回目は、5世紀中頃から6世
紀代の猿投窯を取り上げ、その始まり
と古墳や集落との関わりについて解説
します。
日時 ��7月22日（祝）～9月12日（日）9：00
～16：30

※8月9日を除く毎週月曜日と8月10
日（火）は休館です。

    7 木
火

   1
    7

2021

　　有料広告

ホームページ

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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健康・福祉
後期高齢者医療被保険者証など
の更新
保険年金課  ☎ 32-8016  N34-3388

　現在お持ちの後期高齢者医療被保険
者証（保険証）の有効期限は、7月31日
（土）です。7月中旬に新しい保険証を
郵送しますので、8月1日からは、新し
い保険証をご利用ください。 保険証は
有効期限を過ぎると利用できません。
　後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証（減額認定証）を持って
いる人で、引き続き非課税世帯の人に
ついては、7月下旬に新しい減額認定
証を郵送します。課税世帯となった人
や世帯構成員に未申告の人がいる場合
は更新の対象外となります。
　新たに非課税世帯となった人で減額
認定証の交付を希望する人は、保険年
金課で申請してください。

後期高齢者医療コールセンター
保険年金課  ☎ 32-8016  N34-3388
　愛知県後期高齢者医療広域連合では
後期高齢者の保険料と保険証に関する
電話窓口（コールセンター）を開設しま
す。保険料の算定方法や保険証の負担
割合などについてお困りのときはお問

い合わせください。
【コールセンター】

日時 �7月12日(月)～8月31日（火）8：45
～17：15（土・日・祝含む）

番号 �☎0570-011558
※後期高齢者医療保険料額決定通知書
は7月中旬頃に郵送します。
※納付方法など納付に関するご相談は
保険年金課へお問い合わせください。

家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課  
☎32-8009  N34-3388

内容 �介護者同士の交流会
日時 �7月14日(水)10：00～11：30
場所 �市民活動センター1階キッズルーム
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

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。
内容 �認知症の人と家族の会の尾

お の う ち
之内直

なお

美
み
さんによる講義「腹がたつとき

どうする？　認知症介護の知恵袋」
日時 �7月30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

介護職員初任者研修
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-6811  N34-5860

　高齢者や障がいのある人がその人ら
しく地域で生活していくことを支援す
る介護の仕事は、大切な役割を持って
います。皆さんが介護知識と技術を習
得し、地域の介護の担い手になってい
ただくことを目的に開講します。
期間 �9月8日(水)～11月18日（木）の指
定する16日間

場所 �福祉センター3階大ホール
対象 �介護の仕事を目指す人、福祉ボラ
ンティアをしている人、またはそ
れらに関心がある人

定員 �先着で20人
※受講決定者は後日連絡します。　
費用 �52,250円（テキスト代7,124円が
別途必要）

※助成制度があります。詳しくはお問
い合わせください。
申込 �7月15日（木）～8月20日（金）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社会
福祉協議会へファクス、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。

　　有料広告

ホームページ
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4月

　介護保険料額決定納入通知書を7月中旬に送付しま
す。納付は、納付書または口座振替によるものと、年金
からの引き落としによるものがあります。それぞれの対
象と納付時期は、表①②をご覧ください。保険料につい
ては、介護保険料額決定納入通知書または広報みよし4
月号15ページをご確認ください。
　なお年度の途中で65歳を迎える人は、65歳の誕生日
の前日が第1号被保険者の資格取得日です。本年度の保
険料は、この資格取得日を含む月から令和4年3月まで
の月割りによって算定します。40歳以上65歳未満の第
2号被保険者の皆さんの保険料は、それぞれで加入して
いる健康保険の保険料とあわせて、第1号被保険者の資
格を取得する前月分までを納めていただいています。詳
しくは加入している医療保険者（健康保険組合や国民健
康保険）にお問い合わせください。

※介護保険料は毎年7月に決定するため、特別徴収の4～8月分は暫定の保険料が引き落とされています。

表①　納付区分と対象

表②　納付時期

介護保険料について　長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388

納付区分 対　象
特別徴収

（年金から
の引き落と
し）

65歳以上（令和3年4月1日現在）で、老齢年
金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受
給額が年額18万円以上の人

普通徴収
（納付書に
よる納付、
または口座
振替）

次のいずれかに該当する人
●�老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金
などの受給額が年額18万円未満
●老齢福祉年金を受給している
●令和3年4月2日以降に65歳になった
●令和3年4月2日以降にみよし市に転入した

※転入前の市町村で特別徴収であった人も、
1年目は普通徴収となります。
※特別徴収に切り替わる場合は、特別徴収開
始通知書でお知らせします。

月分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 15日※ 15日※ 13日※ 15日 15日 15日
普通徴収 8月2日 8月31日 9月30日 11月1日 11月30日 12月27日 1月31日 2月28日

4月

　介護保険の施設サービス（特別養護老人ホーム、老人保健施設、ショートステイなど）を利用する場合、施設サービス
費の自己負担分と居住費、食費、日常生活費の合計が自己負担となります。このうち居住費と食費については、所得に
応じた自己負担の上限（限度額）が設けられており、申請により軽減が認められる場合があります。8月から、軽減の認
定を受けることができる要件を変更し、下表のとおりとなります。

・（　）は、特別養護老人ホームに入所した場合、または特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合の費用
です。【　】は、ショートステイを利用した場合の費用です。　
※1住民票上世帯が異なる（世帯分離している）配偶者を含みます。
※2第2号被保険者（40歳以上65歳未満）については、利用者負担段階に関わらず「単身で1,000万円または夫婦で
2,000万円以下」です。

介護保険負担限度額認定制度の軽減要件などの変更　長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388

負担段階 所得の状況※1 預貯金などの資産要件※2
居住費

食費/日
ユニット型

個室
ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室

第1段階
生活保護受給者 単身で1,000万円以下、ま

たは夫婦で2,000万円以下 820円 490円 490円
（320円） 0円 300円

老齢福祉年金受給者

第2段階 前年の合計所得金額＋年
金収入額が80万円以下

単身で650万円以下、また
は夫婦で1,650万円以下 820円 490円 490円

（420円）370円
390円
【600円】

第3段階①
前年の合計所得金額＋年
金収入額が80万円より多
く120万円以下

単身で550万円以下、また
は夫婦で1,550万円以下 1,310円 1,310円 1,310円（820円）370円

650円
【1,000円】

第3段階②
前年の合計所得金額＋年
金収入額が120万円を超
える

単身で500万円以下、また
は夫婦で1,500万円以下 1,310円 1,310円 1,310円（820円）370円

1,360円
【1,300円】

【自己負担の上限】

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
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※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。

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（電話で
事前予約必要）

7月22日（祝）
13：30～15：00

社会福祉法人翔寿
会ケアハウス寿睦
苑（福谷町寺田4）

無料
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

マイペースで人とつ
ながるw

ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、手作
り自分史、音楽に触れる
など

7月8日（木）・18日（日）・
28日（水）14：00～16：
00

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

にこにこサロン
参加者同士の談話、薬剤
師や看護師などによる相
談

7月8日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房
参加者同士の談話、保健
師や社会福祉士などによ
る相談（電話で事前予約
必要）

7月27日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

7月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。認
知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。内容は変更となる場合があります。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

4月

　障がいがある人およびその家族を対象に、表のとおり手当が支給されます。ただし、受給対象であっても所得制限と
併給制限で受給できないことがあります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
申込 �必要書類（福祉課で配布）をそろえて福祉課へ

福祉課  ☎32-8010  N34-3388
特別障がい者手当・障がい児福祉手当・在宅重度障がい者手当・
特別児童扶養手当・みよし市在宅心身障がい者扶助費の支給

手当の名称 対象者

特別障がい
者手当

次のいずれかに該当する20歳以上の障がいがある人
※施設入所者または3カ月以上入院している人は対象外です。また在宅重度障がい者手当との併給はでき
ません。手帳区分はおよその目安であって、診断書によって認定します。
●身体障がい者手帳2級以上の障がいが重複してある人
●�身体障がい者手帳2級以上の障がいがあり、IQ（知能指数）20以下の人、または常時介護が必要な精神
障がいがある人
●�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人、またはIQ20以下の人、もしくは常時介護が必要な精神
障がいがある人で、他に身体障がい者手帳3級の障がいが2つ以上ある人
●�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人、またはIQ20以下の人、もしくはこれと同程度の障が
い、または病状がある人で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な人

障がい児福
祉手当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）
※施設入所者および障がいを事由とした年金受給者は対象外です。また在宅重度障がい者手当との併給
はできません。
●身体障がい者手帳1級（2級の一部を含む）の障がいがある人（子）　●IQ20以下の人（子）
●上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な人（子）

在宅重度障
がい者手当

次のいずれかに該当する在宅の障がいがある人（子）
※施設入所者、3カ月以上入院している人、65歳以上で新たに障がい者となった人は対象外です。また
特別障がい者手当、障がい児福祉手当との併給はできません。
●身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人（子）　●療育手帳A判定（IQ35以下）の人（子）
●身体障がい者手帳3級の障がいがある人（子）で療育手帳B判定（IQ50以下）の人（子）

特別児童扶
養手当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）を育てている人
※施設入所している人（子）は対象外です。また、手当区分や手帳の等級・判定の相互関係はあくまでも目
安です。診断書などの内容によって手当額が異なる場合があります。
●身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人（子）　●療育手帳A判定（IQ35以下）の障がいがある人（子）
●身体障がい者手帳3級（4級の一部を含む）の障がいがある一部の人（子）
●療育手帳B判定（IQ50以下）の障がいがある人（子）

みよし市在
宅心身障が
い者扶助費

1年以上みよし市に住所があり、前年中の所得額が120万円（扶養親族数によって異なる）以下で、身体
障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を持っている人
※施設（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設、障がい児入所施設等の第1種社会福
祉事業による施設）に入所している人は対象外です。
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｢食生活健康推進員｣の養成教室の受講
生を募集します。
内容 �生活習慣病と予防のポイント、献
立の立て方・食品成分表の使い方、
調理実習など

日程 �9月1日(水)、10月6日（水）・28日
（木）、11月11日（木）・26日（金）、
12月9日（木）

場所 �保健センター他
対象 �市内在住で1年を通して受講で

き、教室修了後に食生活健康推進員
として活動できる人（学生は除く）

定員 �抽選で20人
費用 �1,800円程度
申込 �7月30日（金）までに健康推進課へ
電話、または直接

国民健康保険高齢受給者証の
更新
保険年金課  ☎ 32-8011  N34-3388
　現在お持ちの高齢受給者証の有効期
限は、7月31日（土）です。7月の下旬
に新しい高齢受給者証を郵送しますの
で、8月1日からは新しい高齢受給者
証をご利用ください。
　なお新しい高齢受給者証は、現在の
白色からオレンジ色に変わります。 古
い高齢受給者証は、有効期限後に各自
で破棄してください。
対象 �70～74歳の国民健康保険加入者

子育て
プログラミング・速読脳トレ
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

　小学生に大人気のマインクラフトを
教材に、パソコン操作を楽しみながら

プログラミングを学びます。速読で
は、タブレットを使って集中力がつく
脳トレをします。
日時 �7月25日、8月22日の日曜日10：
00～11：30

場所 �明越会館多目的室　対象小学生
定員各日先着で8人　
費用1回1,200円（会員は1,000円）
申込 �7月6日（火）10：00以降に氏名（ふ
りがな）、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

親子ビクス　
子育て総合支援センター
☎34-0500�N34-0501
日時 7月22日（祝）10：00～11:00　
場所子育て総合支援センター
対象�1歳以上の未就園児とその保護者
定員抽選で15組　費用 1人15円
申込�7月8日（木）～15日（木）9：00～17：
　　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
子どもソフトバレーボール講座
追加募集
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
日時 �7月5日・12日・19日・26日、8月2
日・16日・23日・30日の月曜日19：
00～20：30

※9月以降は月3回程度開催予定です。
場所 �南部小学校体育館
対象 �小学生　定員 �先着で5人
費用 �8,100円（年間）（年会費1,000円、
スポーツ安全保険料800円が別途
必要。1回無料体験可）

申込 �各開催日の3日前までの火・木曜
日9：00～15：00または水・金・土
曜日9：00～12：00に氏名（ふりが
な）、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
ツクラブへ電話、またはメール

健康・福祉
高額介護サービス費の制度変更
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　ひと月に利用した介護サービス利用
者負担の合計が高額になり限度額を超
えたときは、超えた分が高額介護サー
ビス費として後から支給されます。令
和3年8月利用分から限度額を変更し、
下記のとおりとなります。対象者には
申請書を送付しますので、忘れずに申
請してください。

区分 限度額

年収約1,160万円以上 140,100円
（世帯）

年収約770万円以上
1,160万円未満

93,000円
（世帯）

年収約383万円以上
770万円未満

44,400円
（世帯）

年収約383万円未満で
住民税課税世帯

44,000円
（世帯）

世帯全員が住民税非課税
で下記をすべて満たす
●�老齢福祉年金受給者
でない
●�前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
80万円を超える

24,600円
（世帯）

世帯全員が住民税非課税
で上記以外

24,600円
（世帯）
15,000円
（個人）

生活保護受給者など 15,000円
（個人）

食生活健康推進員養成教室
健康推進課  ☎34-5311  N34-5969

　調理実習や啓発活動を通し食の大切
さを地域に伝えることで、皆さんの健
康づくりをサポートするボランティア

わくわくからだ探検隊（令和元年）わくわくからだ探検隊（令和元年）
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※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。

ス協会登録者
費用 �1組2,000円
※本年度テニス協会未登録者は会費1
人500円が別途必要です。
申込 �7月18日（日）までに長山さんへメ
ール（{i-nagayama@tim.hi-ho.
ne.jp）、または総合体育館へ直接

オープンソフトテニス大会
ソフトテニス連盟　林

はやし
幸
さ ち お

男さん
☎090-3482-5556
　予選はリーグ形式、決勝はトーナメ

ント形式で実施する予定です。
日時 �①中学生の部…7月24日（土）、②
一般の部（男子・女子）…7月25日
（日）9：00～

�場所 �三好公園テニスコート
対象 �①中学1・2年生、②中学3年生以
上

費用 ��1人500円（高校生以下100円）
申込 �7月9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（N34-6030）へファ
クスまたは直接

スポーツ
市民硬式テニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
内容 �クラス別（A・B・C）男子・女子ダブ
ルス（1セットマッチ）

日時 �9月4日（土）9：00～（予備日は9月
11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

　後期スポーツ教室の参加者を募集します。
場所 �総合体育館　対象 �市内在住・在勤・在学・在園の人　

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料 電子申請

幼児の親子
体操教室

9月1日～29日の水曜日
10：00～11：30（全5回） 親子で一緒にでき

る軽運動、親のス
トレッチ運動

平成29年4月2日～平
成31年4月1日生まれ
の幼児とその保護者

23組
1組

1,550円
10月6日～11月3日の水曜日
10：00～11：30（全5回） 23組

幼児体育
教室

9月1日～29日の水曜日
①15：00～15：45、
②16：00～16：45（全5回） ボール・とび箱・マッ

ト・鉄棒・大縄跳びで
楽しく運動する

①�平成28年4月2日～
平成29年4月1日生
まれの幼児
②�平成27年4月2日～
平成28年4月1日生
まれの幼児

各33人

1,350円
10月6日～11月3日の水曜日
①15：00～15：45、
②16：00～16：45（全5回）

各33人

スタンツ
教室

9月4日・18日、10月9日・23
日・30日の土曜日
13：30～15：00（全5回） とび箱・マットで楽

しく運動する 小学1～3年生

20人

900円
11月6日・13日・20日、12月
4日・18日の土曜日
13：30～15：00（全5回）

20人

成人スポーツ
教室

9月3日～10月1日の金曜日
19：30～20：30（全5回） ボクシングエクサ

サイズで身体を動
かす

平成11年4月1日以前
に生まれた人

10人

2,620円
10月29日、11月5日・12日・
19日、12月3日の金曜日
19：30～20：30（全5回）

10人

ホームページ

令和3年度後期スポーツ教室　スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030

申込 �7月30日(金)までに次のいずれか
①�申込用紙（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)に必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三好町池ノ原1）（必
着）、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
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）
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（総合体育館で配布、ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、総合体育館へ直接

消防職員
尾三消防組合事務局総務課
人事係  ☎38-7202
職種 �消防職（消防業務）
対象 �平成5年4月2日以降に生まれた人
で、大学または高等学校を卒業
（令和4年3月卒業見込みを含む）
した人

※他にも条件があります。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
人数 �10人程度　
試験 �第1次試験…9月19日（日）、第2次
試験…10月1日（金）・10月22日（金）

選考 �筆記試験・個人面接・体力測定など
申込 �8月16日（月）～9月3日（金）の平日
に申込書（尾三消防組合事務局総
務課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）を尾三消防組合事
務局総務課人事係（東郷町大字諸

もろ

輪
わ
字曙
あけぼの
18）へ本人が直接

伝言板
みよしプレーパーク
　自然の中で思い切り自由に遊びませ
んか。
日時 �7月3日（土）、8月29日（日）、9月
4日（土）（変更がある場合は、Face

　　bookまたはブログでお知らせ）
場所 �三好丘緑地
対象 �どなたでも可　 費用 �無料
申込 �不要。当日、会場へ直接
問合 �みよしプレーパークへメール（{mi
　　yoshi.ppark@gmail.com）

ゆる森��
親子でゆったり外遊び
　大人も子どもも一緒に自然
の中でゆったりと過ごしませんか。
内容 �①ザリガニ釣り、②水遊び
日時 �①7月29日（木）、②8月26日（木）
場所 �さんさんの郷付近

採　用
臨時職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
�☎34-1588 �N34-5860
職種 �①なかよし地域包括支援センター
勤務、②ホームヘルパー

勤務 �希望する曜日・時間帯（要相談）
対象 �①普通運転免許を持っていて、保
健師、介護支援専門員、社会福祉
士のいずれかの資格を持っている
人、②普通運転免許を持ってい
て、介護福祉士、看護師、介護職
員基礎研修、ヘルパー1級、介護
職員初任者研修（旧ヘルパー2級）
のいずれかの資格を持っている人

賃金 �時給1,049円～1,085円（手当て
を含む。別途賞与あり）

定員 �若干名
申込 �随時。応募用紙（ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、社会福祉協議会へ直接

他 �有給休暇、育児休暇、介護休暇な
どあり

カヌー協会職員
カヌー協会　スポーツ課内　
☎32-8027 �N34-6030

内容 �カヌー行事の企画運営、カヌー施
設の管理、経理事務など

期間 �8月1日～令和4年3月31日
勤務 �火曜日～日曜日8：30～19：15の
間で週20～30時間

対象 �パソコン操作（ワード・エクセルな
どで表やグラフの作成）ができる人

選考 �書類選考、面接
申込 �7月17日（土）までに登録申込書

ホームページ

ホームページ

ホームページ

対象 �未就園児とその保護者
定員8組程度　費用 �1回1,000円
申込 �親子の名前、年齢、電話番号を明
らかにして、森のようちえんてん
とうむしへメール（{2021tentou

　　mushi@gmail.com）

独立行政法人国立青少年教育振
興機構「子どもゆめ基金助成活
動」みよし子ども音楽セミナー
　体験活動プログラムの参加者を募集
します。
内容 �合唱朗読劇「くるみ割り人形」音楽
体験、ボイス・リズムトレーニン
グ、合唱体験

日時 �7月～令和4年3月の第1土曜日17：
00～19：00（全10回）

場所 �楽器晴海堂イデアーレ（三好町湯
ノ前10-3）

対象 �小学生・中学生　 定員 �20人程度
費用 �1回1,000円
申込 �新

しんたに
谷啓

けいこ
子さんへメール（{keishing

　　-1025-@krd.biglobe.ne.jp）また
　　は電話（☎090-2689-5737）

B
ブ レ イ ズ
LAZE（バスケットボールチー
ム）のメンバー募集
　一緒にバスケットボールを楽しみま
せんか。
日時 �毎週金曜日10：30～12：30
場所 �市内の体育館他
対象 �女性（子ども連れでの参加可）
費用 �1回200円（初回は無料）
申込 �BLAZEへメール（{do_31
　　05s_best@hotmail.com）

空き家・相続相談会
　毎月第2金曜日に、行政書士、一級
建築士による空き家・相続に関する相
談会を行っています。
日時 �7月9日（金）10：00～12：00
場所 �三好丘集会所
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接
問合 �島

しまふじ
藤英
ひでのぶ
信さんへ電話（☎080-5127-

1221）へ電話

ホームページ


