
今月号の表紙

　5月初旬、市内のあちこち

で例年より10日ほど早く、市

の花「サツキ」が咲き始めまし

た。市役所でも色鮮やかに咲

き誇り、華やかに初夏を彩っ

ていました。
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ル 子育て仲間ができたらいいな。子育て仲間ができたらいいな。

子どもも私も笑顔になれる場所が子どもも私も笑顔になれる場所が

あったらいいな。あったらいいな。

子育てサークルは、そんな願いを子育てサークルは、そんな願いを

かなえる場所です。かなえる場所です。

FAX
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子育てサークルって、なぁに？子育てサークルって、なぁに？

　子育てサークルとは、市内の親子が有志で結成し活動しているグループで

す。サークルとして市に登録をすると、児童館や子育て支援センターを借りた

り、子育て講座を受講したり、保育士による絵本の読み聞かせを受けたりする

ことができます。現在は、3つの子育てサークルが活動中。子育て中のパパ・

ママが親子で集い、日ごろの思いを共有したり、施設のお

もちゃで遊んだり、時には工場見学などの野外活動をした

り。それぞれのサークルが思い思いに活動をしています。
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サークル紹介サークル紹介
　それぞれのサークルメンバーにお話を聞きました。

ある1日の活動の様子とともにご紹介します。

　給食の試食や消防署見学に行ったことが特に印象に残っ　給食の試食や消防署見学に行ったことが特に印象に残っ

ています。間近で見る消防車に子どもたちは大喜びでしています。間近で見る消防車に子どもたちは大喜びでし

た。他にも、ママランチ会を開催して子育ての悩みを話した。他にも、ママランチ会を開催して子育ての悩みを話し

たり、保育園・幼稚園の情報交換をしたりしています。たり、保育園・幼稚園の情報交換をしたりしています。

活 動 日活 動 日　毎月1回金曜日10：00～12：00　毎月1回金曜日10：00～12：00

メンバーメンバー　1～2歳の子どもとその保護者6組　1～2歳の子どもとその保護者6組

活動場所活動場所　　三好丘地区子育て支援センター三好丘地区子育て支援センター

のんたんのんたん

活 動 日活 動 日　毎月1回金曜日10：00～12：00　毎月1回金曜日10：00～12：00

メンバーメンバー　1～2歳の子どもとその保護者7組　1～2歳の子どもとその保護者7組

活動場所活動場所　　三好丘地区子育て支援センター三好丘地区子育て支援センター

　親子の交流を通して、子どもの成長と親の気分転換や親　親子の交流を通して、子どもの成長と親の気分転換や親

睦を図れたらと思い活動しています。クリスマス会やハロ睦を図れたらと思い活動しています。クリスマス会やハロ

ウィンパーティーなど、季節に合った企画なども行いながウィンパーティーなど、季節に合った企画なども行いなが

ら楽しんでいます。ら楽しんでいます。

アンパンマンアンパンマン

　　親子ルームで知り合ったママに教えてもらい、ミッキー親子ルームで知り合ったママに教えてもらい、ミッキー

＆ミニーに入りました。自由に遊べるところがこのサーク＆ミニーに入りました。自由に遊べるところがこのサーク

ルの魅力かなと思います。毎回決まったお友だちと会えるルの魅力かなと思います。毎回決まったお友だちと会える

のも、子どもにとっても私にとっても安心です。のも、子どもにとっても私にとっても安心です。

ミッキー＆ミニーミッキー＆ミニー

活 動 日活 動 日　毎月1回金曜日10：00～12：00　毎月1回金曜日10：00～12：00

メンバーメンバー　０～2歳の子どもとその保護者8組　０～2歳の子どもとその保護者8組

活動場所活動場所　　三好丘地区子育て支援センタ三好丘地区子育て支援センターー

　この日は5組の親子が初参加。「いろいろ

とお話ができて楽しかった。子どもの刺激に

もなってよかったです」と笑顔。

　子育て支援センターで中遊びの1日。お気

に入りのおもちゃで思いっきり遊びました。

　足型で鯉のぼり作り。シールで

ウロコを作って、かわいい

鯉のぼりが出来ました。
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私たちが、サポートします！私たちが、サポートします！

　市内には、5カ所の子育て支援センターがあります。すべて

の子育て支援センターに保育士が常駐していて、子育てサーク

ルの活動をサポートします。

　現在3つのサークルの活動拠点になっている三好丘地区子育

て支援センター（みどり保育園内）では、みどり保育園の園長先

生や子育て支援センター担当の先生がサークル活動をサポー

ト。絵本の読み聞かせを受けたり、子育ての悩みを気軽に相談

したりすることができます。

　随時、見学・入会を受け付けています。親子5組以上で新しくサークルを作ることもできます。子育て

　活動の様子やインタビューから、子育てサークルの魅力

をお伝えします。市ホームページからご覧ください。

▲左から、みどり保育園の林
はやし

晴
はる こ

子園長、三好丘地区子育て支援センターの岩
いわもと

本みどり先生、伊
いとう

藤亜
あ み

美先生。

子育てサークルに参加しませんか？子育てサークルに参加しませんか？

子育てをもっと楽しく！子育てをもっと楽しく！

子育て支援センターを活用しよう子育て支援センターを活用しよう

子育てサークルの活動について、子育てサークルの活動について、

市政番組で放映しました！市政番組で放映しました！
ホームページ

ホームページみよし市

子育て情報ナビ

みよぴよ！

総合支援センターへお気軽にご相談ください。

　子育て支援センターでは、子育てサークルのサポート以外にも

親子ルームや育児講座など子育てを応援する

さまざまな取り組みを行っています。皆さん

のご参加をお待ちしています。

　4月27日に三好丘桜公園で行われ

た「あおぞら広場」。みんなで凧あげ

や手遊びなどを楽しみました。
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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

  新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ
　健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室　☎34-5311　N34-5969

■接種スケジュール■接種スケジュール

3月 4月 5月 6月 7月 8月

医療従事者

75歳以上の人
（昭和22年4月1日以
（前に生まれた人）

65歳～74歳の人
（昭和22年4月2日～
（昭和32年4月1日に
（生まれた人）

16歳～64歳の人

3月15日～　
接種

5月13日～　
施設入所者に接種

5月13日～　
施設入所者に接種

5月24日～　
市民病院で個別接種

※「市民病院」は「みよし市民病院」を指します。

5月24日～　
市民病院で個別接種

6月26日～　
集団接種会場で集団接種

6月26日～　
集団接種会場で集団接種

6月1日～　
市民病院以外のかかりつけ医で個別接種

6月1日～　
市民病院以外のかかりつけ医で個別接種

集団接種会場で
集団接種

5月24日

接種券発送

5月10日

接種券発送

6月中に

接種券発送予定

※基礎疾患のある人などから優先で接種する予定です。なお基礎※基礎疾患のある人などから優先で接種する予定です。なお基礎

疾患のある人は原則かかりつけ医での接種をお願いします。疾患のある人は原則かかりつけ医での接種をお願いします。
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●おかよし交流センター

　（ひばりケ丘2-1-1）

　＊アクセス

　さんさんバス

　「三好丘7丁目」バス停

　下車徒歩1分

●保健センター

　（三好町陣取山54）

　＊アクセス

　さんさんバス

　「保健センター」バス停

　下車すぐ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

■接種場所・予約方法について■接種場所・予約方法について
　65歳以上の人は、下記フローチャートでご確認ください。16歳～64歳の人（基礎疾患のある人などを除く）

は、原則、集団接種会場での接種をお願いします（予約方法は8ページ③を参照）。

スタート かかりつけ医がある

かかりつけ医が下記の接種可能医療機関の中にある

かかりつけ医は

市民病院である

かかりつけ医は

市外の病院である

かかりつけ医が新型コロナウイルスワクチン接種医療機関である
※市では把握をしていないため、かかりつけ医に直接ご確認ください。

接種場所

市民病院
予約方法

8ページ①を参照

接種場所

かかりつけ医
予約方法

かかりつけ医に
電話

接種場所

かかりつけ医
予約方法

かかりつけ医に電話

①・②から選択してください

① 市民病院で接種する

　予約方法は8ページ①を参照

②集団接種会場で接種する

　予約方法は8ページ②を参照

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

接種可能医療機関

●いしい外科三好クリニック

●宇田ファミリークリニック

●かまたにクリニック

●寿光会中央病院

●すずき耳鼻咽喉科

●鈴木内科クリニック

●たかもと内科クリニック

●たきざわ胃腸科外科

●なかじま内科皮フ科

●ひらの内科クリニック

●みすクリニック

●三好ヶ丘クリニック

●三好ヶ丘メディカルクリニック

●みよし市民病院

土曜日…10：00～13：00
日曜日… 10：00～13：00
　　　　14：00～17：00

集団接種会場

【開場日時】

【場所】
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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

①65歳以上の人で市民病院で接種する

②65歳以上の人で集団接種会場で接種する

④接種について相談する

③16歳～64歳の人で集団接種会場で接種する

■予約方法について■予約方法について

■ 予約方法がわからないときは、

お電話ください

◎電話で予約する

◎電話で予約する

◎インターネットで予約する

◎インターネットで予約する

　　みよし市新型コロナワクチン接種予約・問合せセンター（予約専用ダイヤル）　☎0570-03-5675

　　みよし市新型コロナワクチン接種予約・問合せセンター（予約専用ダイヤル）　☎0570-03-5675

　みよし市相談専用フリーダイヤル（☎0120-489-116)、ファクス（N0561-34-5969）、メール（{kenko@

※市民病院へ直接電話・来院しても予約はできません。

※集団接種会場へ直接電話・来場しても予約はできません。

　　みよし市新型コロナワクチン接種予約システム　URL：https://v-yoyaku.jp/232360-miyoshi

　　みよし市新型コロナワクチン接種予約システム　URL：https://v-yoyaku.jp/232360-miyoshi

　予約を開始しています

6月下旬以降予約開始予定

　予約を開始しています

● 基礎疾患のある人は、原則かかりつけ医での接種をお願いします。やむを得ずかかりつけ医以外で接種をするとき

は接種の可否をかかりつけ医に確認してください（確認が取れていない場合は接種できない場合があります）。

● みよし市相談専用フリーダイヤルおよびみよし市新型コロナワクチン接種予約・問合せセンター（予約専用ダイヤ

ル）の受付時間は、平日9：00～17：00です。5月1日（土）～7月31日（土）は土・日・祝も受け付けます。

● 予約枠の上限に達した場合は、一時予約を停止します。予約の再開については、右記QRコード（http://

www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kenko/koronayoyaku.html）からご覧ください。

　「予約方法がわからない」「接種について相談したい」などワクチン接種についてお困りのときは、

みよし市相談専用フリーダイヤル（☎0120-489-116）へお電話ください。

ネット予約

予約の再開

ネット予約

city.aichi-miyoshi.lg.jp）へお問い合わせください。
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　市では、市の収入や支出、財産などの状況を市民の皆さんに知っていただき、

市政へのご理解とご協力をお願いするために、毎年上半期と下半期の2回、財

政状況を公表しています。今回は、令和2年度下半期（令和3年3月31日現在）の

財政状況をお知らせします。

■ 予算額

■ 収入済額

■ 予算額

■ 支出済額

351億3,606万円
336億4,051万円

351億3,606万円
285億3,117万円

収入率（95.7%）

市税

国庫支出金

繰入金

繰越金

県支出金

諸収入

地方消費税
交付金

その他
（16項目）

その他
（7項目）

執行率（81.2％）

  令和2年度下半期

  財政状況の公表
  財政課　☎32-8002 N76-5021

特別会計

一般会計

歳入合計 歳出合計

市債の状況 市有財産の状況

区分 予算額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険特別会計 45億1,057万円 41億4,903万円 92.0％ 40億5,717万円 89.9％

介護保険特別会計 26億1,430万円 23億9,524万円 91.6％ 22億4,955万円 86.0％

後期高齢者医療特別会計 6億9,822万円 6億9,129万円 99.0％ 6億4,613万円 92.5％

病院事業会計

区分 予算額 収入・支出額 収入・執行率

事業収益 32億1,624万円 29億1,189万円 90.5％

事業費用 32億6,367万円 29億5,051万円 90.4％

資本的収入 4億925万円 3億8,256万円 93.5％

資本的支出 5億3,074万円 5億226万円 94.6％

下水道事業会計

区分 予算額 収入・支出額 収入・執行率

事業収益 18億3,150万円 18億6,002万円 101.6％

事業費用 18億6,929万円 17億9,341万円 95.9％

資本的収入 6億7,487万円 5億7,672万円 85.5％

資本的支出 9億1,945万円 8億4,197万円 91.6％

一般会計 57億4,143万円

下水道事業会計 56億7,431万円

病院事業会計 18億8,638万円

土地 349万3,938㎡

建物 22万1,061㎡

有価証券 1億2,522万円

一般会計基金 196億6,546万円

特別会計基金 9億1,215万円

総務費

民生費

教育費

土木費

衛生費

商工費

消防費

151億3,760万円151億3,760万円

154億2,505万円(101.9%）154億2,505万円(101.9%）

99億3,065万円99億3,065万円

9494億億6,062万円(95.3%）6,062万円(95.3%）

22億5,813万円22億5,813万円

22億5,813万円（100.0%）22億5,813万円（100.0%）

26億3,432万円26億3,432万円

26億3,408万円（100.0%）26億3,408万円（100.0%）

41億5,494万円41億5,494万円

27億8,846万円(67.1%）27億8,846万円(67.1%）

13億8,000万円13億8,000万円

14億2,506万円（103.3%）14億2,506万円（103.3%）

32億6,951万円32億6,951万円

24億4,772万円(74.9%）24億4,772万円(74.9%）

16億443万円16億443万円

9億159万円（56.2%）9億159万円（56.2%）

10億5,338万円10億5,338万円

7億4,324万円(70.6%）7億4,324万円(70.6%）

5億667万円5億667万円

4億4,225万円（87.3%）4億4,225万円（87.3%）

9億6,235万円9億6,235万円

8億6,613万円(90.0%）8億6,613万円(90.0%）

24億3,235万円24億3,235万円

17億5,844万円（72.3%）17億5,844万円（72.3%）

1010 10104040 40407070 70702020 20205050 50508080 80801501503030 30306060 60609090 9090 100100160160

億円億円 億円億円

00 00

17億8,990万円17億8,990万円

16億462万円(89.6%）16億462万円(89.6%）

79億3,545万円79億3,545万円

68億3,483万円(86.1%）68億3,483万円(86.1%）

60億3,988万円60億3,988万円

37億8,555万円(62.7%）37億8,555万円(62.7%）

91億8,256万円91億8,256万円

87億9,591万円（95.8%）87億9,591万円（95.8%）
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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式
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

  家庭用小型家電製品リサイクルについてのお願い　環境課　☎32-8018　N76-5103

　5月13日、市役所で災害時等におけるレンタル機材の供給に関

する協定締結式が行われました。締結式には、小
お の だ

野田賢
け ん じ

治市長、西

尾レントオール株式会社中部支店の濱
は ま だ

田雅
まさよし

義取締役が出席し、協定

書を交わしました。この協定により、市内で地震や風水害などの災

害が発生、または発生するおそれがある場合に、市の備蓄では不足

する機材のレンタル供給が可能となり、早期復旧および避難所の居

住性の向上が期待されます。

　国や公共事業に対し功労がある人に贈られる勲章である旭日双光

章を、近
こんどう

藤鋓
と し お

男さんが受章しました。近藤さんは平成19年4月から

3期12年の長きにわたり議会議員を務められ、平成25年からは4

年間議長を務められました。

　議長就任中には、みよし市議会基本条例、みよし市議会議員政治

倫理条例の施行に尽力し、現在の市議会の基盤を作り上げました。

　また、議会広報特別委員会委員長やまちづくり特別委員会委員長

などを務め、まちづくり特別委員会委員長としては、市街地と産業

基盤の整備、企業誘致などに尽力され、本市の発展に大きく貢献さ

れました。

　リサイクルステーションみよし（グリーンステーション三好西側駐車場、リサイクルステーション三好公園第

4駐車場北）で実施している使用済み家庭用小型家電製品の回収について、令和3年度から、扇風機のはねや掃除

機のホース・ヘッド部分などは小型家電として回収できなくなりました。プラスチック部分は燃やすごみとして

出してください。

◇通信機器（携帯電話、ファクシミリなど）

◇パソコン周辺機器

◇映像機器（カメラ、ビデオデッキなど）

◇オーディオ機器

◇医療・健康機器（電子血圧計、電子体重計など）

◇冷暖房・空調機器

◇台所機器　など

◇ 家電リサイクル法対象品（ブラウン管テレビ、液晶・プラズマ式テレ

ビ、冷蔵庫、洗濯機など）

◇ 布、皮、木の製品（マッサージチェア、ホットカーペット、こたつ

の木製部分など）

◇事務所で使用していた家電製品

　※産業廃棄物として適切に処理をしてください。

◇ 扇風機のはねや掃除機のホース・ヘッド部分など取り外しできるもの

　※プラスチック部分は、燃やすごみとして出してください。

●小型家電製品として回収できるもの ●小型家電製品として回収できないもの

ホームページ

  旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章受章報告会　総務課　☎32-8000　N32-2165
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　児童手当、または特例給付を受給している人は、毎年6月現在の扶養状況や所得状況を確認するため、現況届

を提出する必要があります。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意

ください。現況届の用紙は6月初旬に送付します。

　支給要件に該当する人で児童手当などを受給していない人は、子育て支援課で認定請求の手続きが必要です。

  児童手当・特例給付の現況届　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

6月30日（水）までに、現況届を必ず提出してください6月30日（水）までに、現況届を必ず提出してください

　今年度の保険料率および保険料限度額は、昨年と同様で下記のとおりです。なお、令和3年度の保険料の決定

通知書は7月中旬に送付します。

※1給与所得者等… 給与収入が55万円を超えている人、65歳未満で公的年金などの収入金額が60万円を超えている人、65

歳以上で公的年金などの収入金額が125万円を超えている人

※収入の状況や世帯の構成などによって基準が異なります。詳しくはお問い合わせください。

●保険料率

●均等割額の軽減割合

保険料の計算方法

年間保険料額＝均等割額＋所得割額

◆均等割額…全員が等しく負担する部分

◆所得割額…被保険者それぞれの所得に応じて負担する部分

（所得割額＝総所得金額などー基礎控除（43万円）×所得割率）

対象者の所得要件

（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

軽減

割合
軽減額

43万円＋10万円×（給与所得者等※1の人数－1）　以下の世帯 7割 34,136円／年

43万円＋28万5千円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の人数－1）　以下の世帯 5割 24,383円／年

43万円＋52万円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の人数－1）　以下の世帯 2割 9,753円／年

ホームページ

ホームページ

均等割額 48,765円

所得割額 9.64％

●保険料限度額

年間保険料限度額 64万円

なお、公務員は勤務先へ確認してください。

◆支給要件　みよし市に住民登録があり、中学生以下の児童を養育している

◆提出期限　6月30日（水）

◆提出方法　 子育て支援課へ郵送（必着）、電子申請または市役所2階子育て支援課へ直接

　　　　　　※電子申請の方法については、ホームページをご覧ください。

  後期高齢者医療保険料に関するお知らせ　
　保険年金課　☎32-8016　N34-3388　愛知県後期高齢者医療広域連合保険料グループ　☎052-955-1223
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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

　国民健康保険税の均等割額・平等割額の軽減について改正します。改正内容は、下記のとおりです。税率・均等

割額・平等割額・課税限度額は昨年度と変更ありません。令和3年度の税額については、国民健康保険に加入して

いる世帯主に7月中旬に郵送でお知らせします。

　国民健康保険の加入・喪失には届け出が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

※給与所得者等… 給与収入が55万円を超えている人、65歳未満で公的年金収入が60万円を超えている人、65歳以上で公

的年金収入が110万円を超えている人

●税率・均等割額・平等割額・課税限度額

区分 医療保険分（全加入者） 後期支援分（全加入者） 介護保険料（40～64歳）

所得割額に係る税率 6.02％ 1.53％ 1.38％

均等割額（1人当たり） 24,800円 8,400円 8,900円

平等割額（1世帯当たり） 20,400円 4,800円 4,700円

課税限度額 63万円 19万円 17万円

●均等割額・平等割額の軽減割合

対象者の所得要件（世帯主および加入者の合計所得） 軽減割合

43万円＋10万円×（給与所得者等※の数ー1）　以下の世帯 7割

43万円＋28万5千円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数ー1）　以下の世帯 5割

43万円＋52万円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数ー1）　以下の世帯 2割

ホームページ

  国民健康保険税に関するお知らせ　保険年金課　☎32-8011　N34-3388

所得割額＝ （加入者の前年中所得ー43万円）×所得

割額に係る税率

均等割額＝加入者の人数×1人当たりの均等割額

保険税の計算方法

年間保険税額＝所得割額＋均等割額＋平等割額

人口     61,205人（－31人）

男性     31,435人（＋9人）

女性     29,770人（－40人）

世帯数  24,916世帯（＋73世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和3年5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） 1期・全期前納 6月30日

固定資産税・都市計画税 2期 8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）
1期 8月2日
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  ふれあい農園の利用希望者募集　緑と花のセンター　☎34-6111　N34-6161

　緑と花のセンターには野菜づくりなどに気軽に利用できる市民農園

があります。余暇の充実や健康づくりのため、自然とふれあい、農作

物を作る喜びを体験しませんか。

期間 利用開始月から令和4年3月31日まで

場所 さんさんの郷

費用  1区画25㎡（5m×5m）につき、市内在住または在勤の人は8,000

円（年額）、それ以外の人は10,000円（年額）

※開始する月により月割り計算します。

申込 利用料金を持参して緑と花のセンターへ直接

●水やりのための水槽タンクを多く配置しています。

●農具を無料で貸し出ししています。

●駐車場・屋外トイレ・飲料の自動販売機を利用できます。

ふれあい農園の特色

●農園指導員によるアドバイスを受けることができます。

●センター休館日（月曜日）や休館時間も利用できます。

●農園は見晴らしの良い場所にあり、遠方に山々が望めます。

  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

  119番通報ができないIP電話が

　あります　

　尾三消防本部指令課　☎38-5119　N38-4119

  成人式実行委員の募集　

　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が6月17

日（木）10：00に全国一斉に行われます。

　Jアラートとは、自然災害や武力攻撃など、皆さんの安

  光回線などの高速なインターネット回線の普及によりIP

電話を導入する家庭が増えていますが、IP電話の種類に

よっては119番通報（ファクスによる通報も含む）ができな

いもの、119番通報を行うための設定が必要なものがあり

ます。いざという時のために、ご利用のIP電話から119番

通報できるかについて、契約している通信事業者にご確認

ください。

　令和4年1月9日(日)に開催する成人式の実行委員を募集

します。

対象  平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた市内

在住の新成人で実行委員会（4～5回程）と成人式に出

席できる人

定員  16人

申込  6月15日（火）までに教育行政課へ電話、または直接

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も

のです。市では、市内56カ所の防災行政無線・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。

6月17日（木）10：00



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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みよし商工会運輸分科会
トラック交通安全出発式
4月8日（木）保田ケ池公園

　令和2年度にみよし商工会と締結した「み

よし市安全・安心なまちづくりに関する協定」

に基づき交通安全啓発活動が実施されまし

た。株式会社カネヨシ、株式会社NTサービ

ス、三鈴総業株式会社のトラックは「必ずカ

ギかけ!!」などの交通安全運動および安全なま

ちづくり県民運動の横断幕を掲げ、市内へ啓

発活動に出発しました。

　毎年恒例のみよし市ソフトボール連盟市長旗

争奪戦が行われました。暖かな日差しの下「ナ

イスプレー」「リラックスしていこう」と声を掛

け合いながら試合は進行。ホームランを打った

り、三振をとったりするなどの好プレーには拍

手を送り、ソフトボールを楽しんでいました。

選手の一人は「今日は久しぶりに試合ができて

よかったです」と笑顔で話していました。

ソフトボール連盟市長旗争奪戦
4月11日（日）三好公園陸上競技場

　自転車通学者の多い三好高等学校の生徒に

自転車運転の意識を高めてもらおうと、あい

おいニッセイ同和損害保険株式会社の四
しかた

方洋
よう

一
いち

氏を講師に招き交通安全教室が行われまし

た。道路交通法クイズや危険予測トレーニン

グ、歩行者から見る自転車・自動車から見る

自転車の映像を見て、あらためて自転車の安

全運転の重要性を感じていました。

自転車交通安全教室
4月8日（木）三好高等学校



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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　MGMIは野菜のハウス栽培の生産者を育

成するため、市とJAあいち豊田が連携して

令和元年4月に開講しました。初の修了者と

なった第1期生の小
こもりぞの

森園由
ゆ き

紀さんは「学んだ

ことを生かして野菜栽培でみよし市に恩返し

したいです」と話し、第3期生の倉
くらはし

橋貴
たかひろ

大さ

んは「2年後には農業経営していけるように

頑張りたいです」と意気込みを語りました。

　新1年生がこれから始まる学校生活を楽し

く過ごせるように、また在校生との仲を深め

るきっかけにしようと開催されました。2～

4年生がリモートによる参加で各教室から見

守る中、6年生による学校行事を紹介する劇

や各学年からのビデオメッセージを鑑賞した

り、三吉小学校クイズやグループ作りゲーム

をしたりして親睦を深めていました。

1年生を迎える会
4月23日（金）三吉小学校　

　本年度第1回目の開催となる今回は、シル

バー人材センターの会員が心を込めて育てた

ミムラス・金魚草などの花苗41種類やハウス

栽培されたミニトマトなどが販売されまし

た。訪れた人たちは販売担当の会員にお薦め

の花の苗やその育て方を聞き、商品を購入。

訪れた男性は「この直売会が楽しみで毎回来

ています」と笑顔で話していました。

シルバー直売会
4月15日（木）生きがいセンター太陽の家

MGMI～恵み
1期生修了式・3期生入講式
4月13日（火）みよし施設園芸支援センター



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば

HAPPY BIRTHDAY
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五
い か ら し

十嵐 千
ち あ き

秋くん
3歳のお誕生日おめでと
う！　これからも元気いっ
ぱい遊ぼうね。　〔三好町〕

3歳

後
ご と う

藤 純
じゅん

くん

2歳おめでとう♡　これか

らも笑顔で元気に大きく

なってね♪　〔三好丘緑〕

2歳

川
か わ い

合　実
み お

桜ちゃん

お誕生日おめでとう。これ

からもいろんな成長を見せ

てね！　〔三好丘あおば〕

2歳

西
に し の か わ

之川 蒼
あおい

くん

にこにこ笑顔で、好奇心旺
盛なあおくん☆　元気に大
きくなってね！　〔明知町〕

３歳

大
おおにし

西 創
そ う た

大くん

これからもお姉ちゃんと仲
良くね！　優しい子に育っ
てほしいな☆　〔莇生町〕

加
か と う

藤 梨
り お

央ちゃん

これからの成長も楽しみだ
よ☆　一緒にいっぱい笑っ
て過ごそうね♪　〔三好町〕

3歳

加
か ち

地 惺
せ い な

月ちゃん
お誕生日おめでとう☆　明
るく元気な惺ちゃんが大好
きだよ♡　〔三好丘旭〕

2歳

対象 8月生まれで申し込み時に3歳未満の、過去に掲載実績がない子
申込  6月11日（金）までに、❶住所、❷保護者氏名、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字以内）、❻ひまわりネットワーク「みよしTODAY」で

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

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。結果は広報情報課からメールしま
すので、受信設定をお願いします。

メール

6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】6月11日（金）必着
【5月号の正解】㋒（応募77通、正解77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】あなたがおすすめするみよし市
の写真映えするスポットを教えてください。

 問題  みよし市ではオリジナルロゴマークを制作し、市民の
みなさんとSDGsの取り組みを進めていきます。さて、
今回はSDGsに関する問題です。世界で取り組む共通の
目標であるSDGsには、全部でいくつの目標があるで
しょうか？　㋐～㋓から一つ選んでください。

2歳

須
す が

賀 太
た い ち

一くん
これからもいっぱい食べて
ニコニコ太一でいてね♪
おめでとう♡　〔三好町〕

１歳

㋑17㋐ 7

㋓ 37㋒ 27

ヒント

裏表紙を読んでね！
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　新型コロナウイルス感染症に関する対策・支援事業について紹介します。なお、掲載されている以外の支援制度もありま新型コロナウイルス感染症に関する対策・支援事業について紹介します。なお、掲載されている以外の支援制度もありま

す。最新の情報や詳しい内容、申し込み方法などについては、ホームページなどで確認をいただくか、各課へお問い合わせす。最新の情報や詳しい内容、申し込み方法などについては、ホームページなどで確認をいただくか、各課へお問い合わせ

ください。ください。

※国・県からの補助などを除きます。※国・県からの補助などを除きます。

ホームページ

互いに励まし合い、一丸となって

この難局を乗り越えましょう

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

対策・支援内容のご案内対策・支援内容のご案内

10億4,454万7千円10億4,454万7千円

6億1,758万9千円6億1,758万9千円

令和3年度予算総額令和3年度予算総額

■その内、市が計上した予算■その内、市が計上した予算

新型コロナウイルス感染症対策予算

内　容 予算額

市が計上した予算 6億1,758万9千円

市独自で実施する施策の市負担分 5億746万8千円

国・県と共同で実施する施策の市負担分 1,012万1千円

予備費 1億円

国・県からの補助など 4億2,695万8千円

合　計 10億4,454万7千円

みよし市長  小
お の だ

野田賢
け ん じ

治

市長から市民の皆さまへのメッセージ

※令和３年5月14日、5月臨時議会終了時点での情報です。※令和３年5月14日、5月臨時議会終了時点での情報です。

　はじめに、新型コロナウイルスに感染され、療養中の皆さまに対し、お見舞いを申し上げるとともに、一日も早

いご回復を祈念申し上げます。また、生命を守る最前線で働く医療・介護従事者の皆さまに、深く敬意を表すると

ともに感謝を申し上げます。

　愛知県の一日当たりの新規感染者数は５月以降過去最多を更新し、非常に厳しい局面と言わざるを得ません。新

型コロナウイルス感染症の第４波は、変異株の猛威により従来株より感染の広がり方が早いとされ、このまま感染

者が増加し続け病床の使用率が高くなれば、医療提供体制の確保が困難となってしまいます。こうした危機的状況

の回避に向けて、市民の一人一人が変異株の感染力は非常に強いという認識を持ち、感染対策を徹底した行動をと

ることが、ご自身や大切な家族、友人を守ることに直結します。互いに励まし合い、換気の悪い「密閉」、多くの人

が集まる「密集」、人との間近での会話や発声をする「密接」の「3密」の回避やマスクの着用・手洗い・うがいなどの感

染予防の徹底など、一丸となって感染防止に取り組み、この難局を乗り越えましょう。 

　本市では、昨年度に引き続き議員の皆さまをはじめ、 みよし商工会や関係団体などからのご意見、ご提言を踏ま

え、市独自に取り組む新型コロナウイルス感染症に関連するさまざまな施策、支援策を実施しております。

　なお新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、豊田加茂医師会や市内医療機関のご協力により、７５

歳以上の高齢者の皆さまに対する接種を開始しています。ワクチンは、接種を希望される方全員に供給されますの

で、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。ワクチン接種に関する情報は、広報みよしや『新型コロナ

ワクチン接種MIYOSHIプラン』（市のホームページ参照）に随時、最新の情報を掲載いたします。引き続き、市民の

皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。



みよし市独自の主な対策・支援事業
新型コロナウイルス感染症に関する

市民生活に関する主な支援

ひとり親世帯等生活応援事業 子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯などの子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行

うため、児童1人につき5,000円分の商品券を配布します。

令和3年4月分の市遺児手当受給資格者が養育する児童対象者

380万円【5月補正予算】予算額

臨時特別出産子育て支援金 健康推進課　☎34-5311　N32-5969

 次の条件を満たす人

●令和2年4月28日～令和4年4月1日に生まれ、みよし市で住民登録をしている人で過去にこの事業の

　支給を受けていない

●母親が申請日時点でみよし市に住民登録を有する

対象者

　出生した子の母を対象に、1人当たり10万円を給付します。現在、申し込みを受け付け中です。

6,525万7千円【5月補正予算】予算額

子育て応援品購入支援事業 子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が当面の間対象外である16歳未満の児童に対する子育て応援品（新型

コロナウイルス感染症対策のための衛生用品など）の購入支援として、児童１人につき5,000円分の商品券を配布

します。

令和3年4月1日現在で市内在住の16歳未満の児童対象者

6,000万円【5月補正予算】予算額

事業者に関する主な支援

中小企業補助事業信用保証料補助金 産業課　☎32-8015　N34-4189

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、県の融資制度を利用する際に発生する信用保証料の一部を補助します。

3,284万円【令和3年度当初予算】予算額

感染症対策環境整備補助事業 産業課　☎32-8015　N34-4189

　新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症対策の環境整備などを行う中小事業者へ商工業活性化補助金として

支援を行います。

200万円【令和3年度当初予算】予算額

緊急雇用対策事業 人事課　☎32-8351　N32-2165

　任期を定めた職員（会計年度任用職員）を予算の範囲内で採用します。人事課にご相談ください。

対象者 市内在住、または直近の勤務先が市内であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業などの採

用内定が取り消しとなった、または解雇された人、アルバイト先の休業などで経済状況が悪化した人

予算額 1,313万円【令和３年度当初予算】



行政区などに関する主な支援

行政区一括交付金および地区コミュニティ推進協議会一括交付金の

取り扱いの特例適用 協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　地域活性化の支援措置として行政区および地区コミュニティ推進協議会へ交付する一括交付金について、中止となっ

た事業などの経費を、新型コロナウイルス感染症対策など他の事業への充当を可能とする特例適用を実施します。

小中学校・保育園に関する主な対策

プレミアム商品券・食事券の発行 産業課　☎32-8015　N34-4189

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済の早期回復を図るため、5,000円分（額面8,000円・付加率

60％）のいちよし、によし、さんよし、みよし！　笑顔がいいじゃん!!　プレミアム商品券・食事券を6万冊発行し

ます。詳細は、決まり次第ホームページなどでお知らせします。

2億5,720万円【5月補正予算】予算額

福祉施設などへの感染症対策支援事業

福祉課　☎32-8010　N34-3388

●障がい福祉サービス施設などへの新型コロナウイルス感染症対策経費に対する支援

352万円【5月補正予算】予算額

長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

●介護サービス施設などへの新型コロナウイルス感染症対策経費に対する支援

613万円【5月補正予算】予算額

健康推進課　☎34-5311　N34-5969

●高齢者施設などの関係者へのPCR・抗原検査費の補助

1,000万円【4月専決処分予算】予算額

小中学校・保育園への感染症対策支援事業

●小学校少人数指導などの実施

　児童生徒同士の身体的距離を確保するため、複数の教室に分けて授業を実施する、特別教室など広い教室を通常

の教室として転用する、教室と廊下の仕切りを取り外して教室のスペースを拡張するなどの対策を行います。

予算額 1,961万円【令和3年度当初予算】

学校教育課　☎32-8026　N34-4379

学校教育課　☎32-8026　N34-4379

予算額 718万7千円【令和3年度当初予算】

●小中学校へアルコール消毒や中学校へフェイスシールドの購入

子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　小中学校や保育園で陽性者が発生した際に濃厚接触者と認定されず行政検査の対象とならなかった場合、その状

況に応じ希望される児童生徒および園児、その保護者、教職員を対象にPCR検査を実施します。

●小中学校・保育園の関係者へのPCR検査キットの購入

予備費対応予定 試算額 3,710万円

学校教育課　　☎32-8026　N34-4379

●スクール・サポート・スタッフ配置事業 学校教育課　☎32-8026　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため校内のトイレ清掃・消毒業務などを行うサポート・スタッフを各小中学

校に１人配置します。

予算額 3,616万8千円【令和3年度当初予算】



　新型コロナウイルス感染症の影響による離職や休業などで収入が減少し、住居を失う恐れがある

場合に、住宅費を支給するとともに、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。

住居確保給付金
福祉課　☎76-5190　N34-3388

国民健康保険税の減免および傷病手当金の支給について
保険年金課　☎32-8011　N34-3388

【傷病手当金の支給】

　国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウ

イルス感染症に感染、または感染が疑われることによ

り会社などを休み、事業主から十分な給与などが受け

られない場合に、一定の要件を満たせば傷病手当金が

支給されます。支給額には上限があります。

【国民健康保険税の減免】

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少

などがあった場合に、国民健康保険税について一定の

要件を満たせば、減免を受けることができます。

介護保険料の徴収猶予・減免
長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少などがあった介護保険第1号被保険者は、介護保険料の徴

収猶予、または減免を受けることができる場合があります。詳しくは、長寿介護課へお問い合わせください。

国民年金保険料の免除
保険年金課　☎32-8016　N34-3388

　令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、今年中の所得見込みが、現在の

保険料免除などの水準になると見込まれる人は、国民年金保険料の免除を受けることができる場合があります。

詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

豊田年金事務所　☎0565-33-1123

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）の支給について
子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯の支援を行うため、児童扶養手当の受給世

帯などの児童1人につき5万円を支給します。詳しくは、ホームページをご覧ください。

ホームページ

新型コロナウイルスワクチン接種促進事業（さんさんバス運賃助成）
健康推進課　☎34-5311　N34-5969

　新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場や個別接種を担う医療機関までの移動の際に使用する、さんさん

バスの運賃を助成します。無料乗車券はワクチン接種券に同封して配布しています。

ホームページ

国や県などの対策と連携した主な支援

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、保育室などの除菌をするオゾン発生器を各園1台ずつ追加して設

置します。

オゾン発生器の購入
子育て支援課　☎32-8034　N34-4379



　保育園・幼稚園・学校・地域・農業団体・事業所・行政では、食育に関するさまざまな取り組み

を行っています。令和2年度に市が実施した取り組みの一部を紹介します。

　　柿ピューレ入りカレー

　　　　おこしもん

食育活動

　この計画では食育の推進を目的に、以下のように「基本理念」と「3つの基本目標」を定めてい

ます。また基本目標の達成に向けて「目標項目と目標値」を設定しています。

　食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を

身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

食育推進計画

みよしの食育

～6月は食育月間です～

　今回の我が家de食育では、食育を実践

するための指針となる「第3次みよし市食

育推進計画」と、令和2年度に実施した食

育に関する取り組みを紹介します。

食育に関する取り組み

基本理念

食を通した「人づくり」「健康づくり」「環境づくり」

基本目標

①人づくり…食の大切さや、楽しさが分かる心豊かな人を育てます。

②健康づくり…食を通して、健康な体を育みます。

③環境づくり…食に関する環境を整えます。

目標項目と目標値（例）　

●郷土料理などを受け継いでいる（知っている）人の割合を現状の43.7%から60％に増やす【人づくり】

●朝食の欠食割合を現状の10.4%から7％に減らす【健康づくり】

●保育園・学校給食における地場産業を利用する割合を現状の36%から40％に増やす【環境づくり】

　給食メニューにみよし市産富有柿を使用　給食メニューにみよし市産富有柿を使用

　規格外のみよし市産富有柿を柿ピューレにし、カレーに入れて

市内の市立保育園と小・中学校の給食で提供しました。

　農村生活アドバイザーの協力のもと、愛知県のひなまつりの郷

土料理として伝わるおこしもんを作りました。

　おこしもんづくり　おこしもんづくり

第3次みよし市食育推進計画

食育とは
みよしの食育

ホームページ

17

我が家de食育 105
我が家de食育では、みよしの食に関するさまざまな情報

をお届けします。

問合産業課　☎32-8015　N34-4189



 開館  9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）

休館  毎週月曜日、6月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！

三好公園のあじさい

　三好池を一周する健康の道

を彩るアジサイ。約3,000株

植えられたピンクや紫、白な

ど色とりどりの鮮やかなアジ

サイは、例年6月中旬に見頃

を迎えます。

おすすめ図書

マーク・ミーオドヴニク／著

松
ま つ い

井　信
のぶひこ

彦／訳

　インターシフト　請求記号501.4／ミ

Liquid 液体　
この素晴らしく、不思議で、危ないもの

　私たちの生活になじみ深い「液体」。生命

を支えるのに必要不可欠な水をはじめ、絵

具、燃料、液晶やアスファルトなど、さま

ざまな形で人々に寄り添い、文明を進化さ

せてきた液体の不思議にせまります。

一般図書

いわさ　ゆうこ／作

童心社　請求記号E／イワ

（黄緑シール「しぜんかがく」の絵本棚）

ぷっくり　えんどうまめ

　野菜を身近に感じられる科学絵本シ

リーズ「どーんとやさい」の最新刊は、

えんどう豆と枝豆が主役。いろんな食

絵本

材に変身する豆を子どもが興味を持ちやすい観点で紹介していま

す。野菜の育ち方を知ると苦手な野菜も食べてくれそうです。

S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

特集コーナー

　中央図書館2階では、SDGsを多くの人に

知ってもらおうと、SDGs特集コーナーを設

けています。17分野にわたる目標を4分野

ごとに分けて関連する書籍を紹介。6月から

は5～8の目標について紹介しています。ぜ

ひ、お立ち寄りください。

18 広報みよし　2021年 6月号

みよしの景観百選

図書館だより
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来てみりん！

石川家住宅

街角アート

作 品 名 Face No.2

作 者 名　小
こばやし

林　賢
け ん じ

二

受 賞 1997年度グランプリ　　 

設置箇所　緑と花のセンター「さんさんの郷」

制作意図　裏と表

　　　　　闇と光

　　　　　消滅と誕生

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。

7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

3日（土） 七夕のオーナメントを作ろう 13：30～15：30
折り紙を使って、立体的な壁飾りを作る。ハサミ持参。

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

10日（土） モビールを作ろう 13：30～15：30 折り紙で作った飾りでモビールを作る。先着で3人

17日（土）

絵手紙をはじめよう 13：30～15：30
季節の絵を描く。ポケットティッシュ・新聞紙を持参。

先着で3人

苔玉を作ろう 13：30～15：30
好きな木を植えてミニ盆栽を作る。ビニール袋持参。

先着で5人

22日（木） 布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 13：30～15：30
布を裂いて縄を作り、草履を作る。和はさみ・綿の布を

持参。先着で3人

24日（土） 塗り絵を極めよう 13：30～15：30
石川家住宅にちなんだ季節の絵に色を塗る。色鉛筆を

持参。先着で3人

毎週日曜日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：30 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で8人

初夏の初夏の

　石川家　石川家



※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。

 7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

20 広報みよし　2021年 6月号

教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み

すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
7月14日（水） 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話 12人 7月7日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
7月6日（火） 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）

20人 6月29日（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
7月12日（月）

令和2年6月生まれ
の子

身体計測、むし歯予防の話、ブラッ
シング指導

16人 7月5日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
7月20日（火）

令和元年5月・6月生
まれの子

身体計測、生活習慣の話、ブラッシ
ング指導

16人 7月13日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

7月27日（火）
受付 9：50～10：00

多胎妊婦、多胎児（未
就園児）とその保護者

身体計測、多胎児を育てている母親
や妊婦さん同士の交流、相談、情報
交換の場所

12組 7月20日（火）まで

▲

乳幼児健診・教室
健診名 日　程 備　考

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

7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。

7月27日（火）

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

7月8日（木）

7月14日（水）

7月30日（金）

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

7月7日（水）

7月21日（水）

Exame Infantil de Saúde - Curso

▲

妊　婦 Gestante

教室名など 日　時 対　象 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。

妊婦 ー

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

前期（マタニティ）

コース
  1ªsessão（maternidade）

7月9日（金）
10：00～11：30

妊娠16～25週の
妊婦とその夫（妊
婦・夫 の み で も
可）

妊娠中の生活、母乳
育児と栄養、歯の健
康

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具、後期のみバ
スタオル

10組
7月2日

（金）まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

8月20日（金）
9：00～10：30、10：30
～12：00

妊娠26週以降の
妊婦とその夫（妊
婦・夫のみでも可）

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

各4組
8月13日

（金）まで

相談名 日　時 定員 申し込み 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

7月5日・12日・19日・26日
の月曜日
受付 9：00～15：00

20人

要予約。保
健センター
まで電話

身体計測、発達、食事、歯の健康などの育児
相談

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento

7月13日（火）  
受付 9：30～11：00

14人
おかよし交流センターにて保健師・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

7月26日（月）
受付 9：00～11：00

3人
助産師が相談に応じます。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

7月5日（月） 
受付 9：00～11：00

3人
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

Consultas sobre Criação de 
Filhos e Saúde

▲

育児・健康相談
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。
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救急医療施設の連絡先

■7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。

4日（日）
山口胃腸科外科クリニック

豊田市大清水町原山108-3
☎0565-46-2211

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）

窪田整形外科リウマチクリ

ニック

豊田市本町高根12

☎0565-52-1631

22日（祝）

上郷整形外科・リハビリテー

ション科

豊田市和会町稲葉28-1

☎0565-25-0377

23日（祝）
ひので整形外科

豊田市日之出町2-11-11
☎0565-36-5511

25日（日）
むつおクリニック

豊田市浄水町伊保原173-1
☎0565-43-3688

●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

　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3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4

▲

検　診
EXAME  MÉDICO

検診名 日　時 対　象 費　用  申し込み

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

9月9日（木）
8：45～11：15

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）

8月10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）

◆集団方式（保健センター）

「利用してよかった」利用者の96％が　　　　　　　　　　　 と回答！

で体力チェック・健康維持をしませんか？

　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。今年度は託児は行いません。

　

＜子宮頚がん検診について＞

※妊娠中の人・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。

※無料クーポン券は、平成12年4月2日～平成13年4月1日生

まれの人が対象です。

＜乳がん検診について＞

※妊娠中・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。

※無料クーポン券は、昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生

まれの人が対象です。

●いきいき元気度測定とは

　今年度で5年目を迎えたみよし市健康度評価事業「い

きいき元気度測定」。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

データから作成したあなただけの結果票をもとに、専

門の職員がアドバイスします。

日時  火曜日または金曜日9：00～11：00の

指定された日時

場所 保健センター　

対象 市内在住の60歳以上　費用無料

「いきいき元気度測定」

申込  健康推進課へ電話、または直接

※健康状態によっては、受け付けできない場合があります。

年3月31日現在）の年齢です。医療機関で検診を行う医療

機関方式については、ホームページをご覧ください。

　また、がん検診には個人負担金免除制度があります。

対象者や対象の検診など詳しくはホームページ

をご覧ください。

※自覚症状のある人は、検診ではなく早めに医

療機関を受診してください。
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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
緑のカーテンコンテスト

環境課

☎32-8018  N76-5103

{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　「緑のカーテン」の普及を図るための

コンテストを開催します。苗の無料配

布を受けていない人も参加できます。

ご参加をお待ちしています。

対象  市内在住で、自宅につる性植物の

「緑のカーテン」を設置している人

申込  10月1日（金）までに応募用紙（環境

課およびサンネットで配布、ホー

ムページからダウンロード可）に必

要事項を記入し、緑のカーテンの設

置状況が分かる写真を添付し環境

課へ郵送、メール、または直接

他   優秀作品は広報紙および市ホー

ムページに掲載し、記念品を贈呈

※詳しくは応募要領をご覧ください。

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・農地制度などの説明、

先輩就農者の事例発表、個別相談

日時  6月26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  6月21日(月)まで（必着）に郵便番

号、住所、氏名、メール、ファク

ス、電話番号、就農・農地相談希

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

教科書展示会

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　教科書に対する理解や関心を深めて

いただく展示会です。展示会場には投

書箱を用意しますので、教科書に対す

るご意見やご要望をお寄せください。

日時  6月4日(金)～7月1日（木）

※月曜日と6月24日（木）は休館日です。

場所  中央図書館（サンライブ内）1階テ

ィーンズコーナー前

※上記会場を含め県内29カ所で開催

します。詳しくは愛知県教育

委員会義務教育課のホームペ

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。

交通安全のポイント
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　6月は、自転車の死亡事故および飲酒運転による重大事

故が多い月です。

　梅雨の時季は、少ない晴れ間に自転車で外出する人が集

中することなどから、特に自転車に関する死亡事故が多発する傾向があり

ます。自転車に乗る人はヘルメットを着用して自らの身を守るようにしま

しょう。ドライバーは見通しの悪い交差点やスーパー、病院などの高齢者

が行き交う施設周辺での運転に、一層注意してください。

　　有料広告

ホームページ

愛知県教育委員会
義務教育課

    6 火

日

   1

    6

2021
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【農作業を安全に行うために】

①農業機械の点検•整備は、計画的に

　早めに行いましょう

②無理のない作業計画を作りましょう

③農作業や機械作業に適した服装を心

　掛けましょう

④農地への出入りやあぜ越えは、適切

　な速度で慎重に行いましょう

⑤機械類の点検・調整をするときは必

　ずエンジンを停止しましょう

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 自主学習

※必要に応じて学習支援アドバイスを

受けることができます。

日時 8月3日（火）～27日（金）（土・日・

月曜日と8月10日（火）～13日（金）

の期間を除く）

場所  市民活動センター1階多目的室、

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 各20人

※申し込み多数の場合は参加日数を制

限することがあります。申込者には、

後日案内を送付します。

費用 無料

申込  保護者の同意を得た上で6月30

日（水)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・高校生へのアドバイス、

学習方法全般の支援

勤務 みよし未来塾開催日の13：15～

16：45

定員 各4人

賃金 時給987円～1,046円（通勤が片      

　　 道2km以上の場合は交通費を支給）

申込 6月30日(水)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

男女共同参画社会がテーマの

川柳募集

協働推進課　

☎32-8025  N76-5702

　家庭や地域、職場、学校などで日頃

感じている男女共同参画に関する思い

を川柳で表現してください。入賞作品

には記念品を贈呈します。

対象 どなたでも可（作品は自作で未発

　　表のもの。1人5点まで）

申込  6月30日（水）までに住所、氏名、

電話番号を明らかにして、作品を

添えて協働推進課へ郵送、ファク

ス、メール、または応募用紙（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

入し郵送、ファクス、または直接

※作品の著作権は市に帰属し、男女共

同参画PR事業に使用します。その場

合は氏名を掲載しますので、あらかじ

めご了承ください。

生涯学習活動団体の登録

生涯学習推進課　サンライブ内 

☎34-3111 N34-3114

　市内で趣味の講座や教養講座などで

活動している生涯学習活動団体の登録

を募集しています。

　登録した団体には生涯学習活動情報

誌での紹介と、令和4年2月下旬に開

催予定の生涯学習発表会で、活動の成

果を発表する機会を提供します。

対象  次の全てを満たす団体

①市内の公民館や集会所などで活動し

　ている

②おおむね10人以上で構成

③メンバーのうち、8割以上が市内在

　住・在勤・在学

申込  登録用紙（生涯学習推進課で配布、

ホームページからダウンロード可）

に必要事項を記入し、生学習推進

課へ直接

農作業事故にご注意を

産業課　☎32-8015　N34-4189

　農繁期を迎えるこの時期は、秋の

収穫期とともに、1年のうちで最も農

作業の事故が発生しやすい時期です。

農業機械による事故は重大な事故に

つながる場合が多いので、十分に注

意しましょう。

　　有料広告

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
市民病院の新任医師の紹介

管理課  市民病院内  ☎33-3300

　市民病院の内科医として神
か ん べ

部隆
たかよし

吉医

師が着任され、4月1日付けで副医局

長に就任しましたので紹介します。

【あいさつ】

　加茂病院（現豊田

厚生病院）で研修・勤

務し、名古屋大学第

2内 科 第5研 究 室、

名古屋掖済会病院

（消化器内科）を経て、この4月に着任

しました。丁寧な会話・診察を心掛け、

質の高い医療が提供できるよう努めてま

いります。その結果、患者さんから信頼

され地域のお役に立てれば幸いです。ど

うぞよろしくお願いいたします。

行政相談委員の委嘱

市民課　

☎32-8012

N32-8048

　安
あんどう

藤吉
よしのぶ

伸さんが総

務大臣から行政相談

委員に委嘱されまし

た。任期は令和3年4月1日から令和5

年3月31日までです。行政機関のサー

ビスや手続きなどについて相談したい

ときは行政相談委員にお気軽にご相談

ください。

人権擁護委員の委嘱

市民課　

☎32-8012

N32-8048

　伊
い ず は ら

豆原誠
まこと

さんが

法務大臣から人権擁

護委員に委嘱されま

した。任期は令和3年4月1日から令和

6年3月31日までです。日常生活での

人権に関する問題、心配ごとがあると

きは人権擁護委員にお気軽にご相談く

ださい。

こころの電話みよし

教育行政課

☎32-8028  N34-4379

　学校生活、いじめ、不登校、身体、

家族や友人関係などで身近な人にも打

ち明けられず悩んでいませんか。名前

を言わなくても相談できますので、お

気軽にお電話ください。

日時  毎週土曜日12：00～16：00（祝日、

年末年始を除く） 

対象  小学生～19歳の人とその家族

費用  無料　

 電話  相談専用ダイヤル☎34-5874

障がい者福祉計画審議会委員

の募集

福祉課　☎32-8010  N34-3388

{fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　障がい者福祉計画の策定および推進

のため、委員を募集します。

内容  障がい者計画、障がい福祉計画、

障がい児福祉計画に関する審議

（会議は年1回～3回程度、1回約

1時間30分）

期間 委嘱日～令和6年３月31日

対象 市内在住の20歳以上

※国、地方の行政機関の職員および市

議会議員は応募できません。

定員 1人　選考 書類選考（申込書、作文）

申込  6月30日（水）までに申込書（様式

は任意）に住所、氏名、電話番

号、職業、生年月日、志望理由

（簡潔に記載）、福祉関係の審議委

員などの経験の有無を明らかにし

て、作文（800字以上1,000字以

内テーマ「私が望むみよし市の障

がい者福祉」）を添えて福祉課に郵

送、ファクス、メールまたは直接

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。皆さんのご支援・

ご協力をお願いします。

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

（掲載は7月2日（金）までに加入い

ただいた企業・団体に限る）

長野県木曽町宿泊助成券

観光協会  産業課内 

☎34-6000  N34-4189

　市と友好提携を結んでいる木曽町の

宿泊助成券を交付します。

施設  木曽町が指定する宿泊施設

※対象施設は事前にホームページで確

認してください。

内容   1人1泊につき4,000円分の助成

券を発行し、精算時に助成分を宿

泊料金から割り引き

※営利目的のツアーや合宿などでの利

用はできません。

対象   市内在住・在勤・在学、または代表

者が市内在住・在勤・在学の家族や

グループ

定員  先着で500人

申込  次のとおり

①宿泊施設に直接予約（必ず事前予約）

② 令和4年2月18日（金）までに観光協

会（市役所4階産業課）で申請し、助

成券を受領

③ 宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に

提出

※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
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世界禁煙デー・禁煙週間

健康推進課　保健センター内

☎34-5311 N34-5969

　5月31日は世界保健機関（WHO）が

定める世界禁煙デーです。わが国で

は、5月31日から６月６日を禁煙週

間と定めています。今年度のテーマは

「たばこの健康影響を知ろう！～新型

コロナウイルス感染症とたばこの関係

～」です。喫煙が健康に与える影響は

大きい上、受動喫煙の危険性やニコチ

ンの依存症を踏まえると、喫煙習慣は

個人の嗜好にとどまらない健康問題で

す。この機会にたばこを吸わないこと

を習慣として、また受動喫煙防止を社

会に広めましょう。

催し・講座
矢作川地域交流事業の

参加者募集

企画政策課 　☎32-8005  N76-5021

{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　公益財団法人矢作川水源基金では、

水の大切さが楽しく学習できる催しを

開催します。

内容 水族館バックヤード・公園見学

日時  7月30日（金）8：30市役所出発（16：

20帰着予定。雨天決行、荒天中

止）

場所 碧南海浜水族館、デンパーク

対象 市内在住の小学生とその保護者

※小学生のみでの参加や未就学児の参

加はできません。

定員 抽選で20人

申込  6月18日（金）17：00までに参加者

全員の住所、氏名（ふりがな）、学

年、 性別、電話番号（自宅と携帯

電話）を明記して企画政策課へ郵

送、ファクス、またはメール

※参加者決定後、参加対象の各グル 

ープに詳細の連絡をします。

書道教室追加募集

なかよしクラブ事務局　三好中学校内

☎34-1771  N34-1771 

　今年度、書道教室を新規に開設し

たため新規受講生を追加募集します。

内容 硬筆、毛筆の両方

日時  指定の土曜日（1部9：40～10：30、

2部10：40～11：30、3部15：30

～16：20）

場所  なかよしクラブハウス（三好中学

校内）

対象 小学生　定員 各部若干名ずつ

費用  受講料800円（1回）、年会費1,000

円、スポーツ保険料800円（年間）

申込  平日（月曜日を除く）13：00～17：

00、土・日曜日9：00～12：00、

13：00～17：00に年会費、スポ

ーツ保険料を添えてなかよしクラ

ブへ直接

※申込前に空き状況を電話で確認して

ください。

「地球と家計にやさしい家」

建築セミナー

環境課　☎32-8018  N76-5103

　 エネルギー収支ゼロの家を建てま

せんか。Z
ゼ ッ チ

EH（ネットゼロエネルギー

ハウス）や本市の補助金についてオン

ライン（Zoom）で紹介します。お気軽

にご参加ください。

日時 6月26日(土)13：30～15：30　

対象 どなたでも可　定員なし

費用 無料

申込  6月25日（金）までに住所、氏名、

電話番号を明記して、株式会社中

日アド企画へファクス（N0564-

23-2031）またはメール（{zeh@

chunichi-adnet.co.jp）

一般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

　小山田式すごろく職業人生ゲームで

今後の職業人生を考えてみませんか。

日時 7月20日(火)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 就職活動中の人

定員 先着で10人　費用 無料

申込 6月1日(火)～7月15日(木)の平日

　　にジョブサポートみよしへ電話、

　　または直接

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

　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。

ぜひお越しください。

日時  6月12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

　　有料広告
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催し・講座
豊田高専の公開講座

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スマートフォンアプリを作って

みよう、②レゴで体験！　建築模

型とまちづくり講座

※他にもさまざまな講座があります。

詳しくはホームページをご覧ください。

日時  ①8月5日（木）10：00～12：00、

13：30～15：30、②8月6日(金)

　　10：00～15：00

対象  ①中学生、②小学5年生～中学生

定員  ①抽選で各10人、②抽選で12人

申込  6月30日（水）までに申込書（豊田

高専総務課で配布、ホームページ

からダウンロード可）に必要事項

を記入し、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

健康・福祉
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

　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、認知症介護の不安や困りごとを

相談し、交流しませんか。

内容  介護の仕方を皆で考えよう

※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。

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

日時  6月25日（金）13：30～15：30

場所  市役所2階101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

国民年金保険料納付免除・納付

猶予の申請

保険年金課

☎32-8016  N34-3388

豊田年金事務所  ☎0565-33-1123

　国民年金保険料の納付が経済的に

困難な場合、保険料の納付が「免除」ま

たは「猶予」される制度があります。制

度の適用期間は、申請した月の2年1

カ月前から翌年6月分（1月から6月に

申請する場合はその年の6月）までで

す。なお、令和3年度分の申請の受け

付けは7月1日からです。詳しくは、

ホームページをご覧ください。

申請  年金手帳を持参し、保険年金課へ

直接

※失業を理由として申請する場合は雇

用保険受給資格者証または雇用保険被

保険者離職票も持参してください。

回想法教室回想法教室

「懐かし想ひ出列車」

長寿介護課  

☎32-8009 N34-3388

　懐かしい物や写真などを題材に、過

去の楽しい経験話をすることで脳を活

性化し、認知症予防、認知症の進行を

予防しませんか。

日時 7月16日・30日、8月6日・20日、         

　　9月3日・17日、10月1日・15日の

　　金曜日14：00～15：00

場所  市役所または特別養護老人ホーム

安立荘（打越町山ノ神60）

対象  市内在住で会場まで自分で通うこ

とができる65歳以上の人

定員 抽選で8人程度

申込  6月18日(金)までに申込書（長寿

介護課で配布、ホームページから

ダウンロード可）に必要事項を記

入し、長寿介護課へ郵送、または

直接

在宅療養相談窓口の新名称

長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　広報みよし2月号で募集した、在宅

療養相談窓口の新名称が「豊田加茂医

師会　在宅相談ステーション （愛称：

おうちでねっと）」に決まりました。愛

称の「おうちでねっと」には、自宅など

本人が望む場所「おうち」で医療や介護

が受けられること、在宅医療を希望す

る本人や家族を「ねっと」のようにやさ

しく包むこと、　医療、介護、福祉等

の「ねっと」ワークで支えることという

3つの意味が込められています。

【おうちでねっと】

　在宅療養について詳しく知りたい、

住み慣れた自宅でゆっくり療養した

い、自宅に訪問してくれる医師・看護

師・薬剤師などを探してほしいなどな

どの相談にお答えします。在宅療養に

関する相談があればお気軽にご連絡く

ださい。

☎0565-33-7773　　

N0565-31-4318

{zaitaku@toyotakamoishikai.or.jp

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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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

内容  三好公園トリムコース約（4.5km）

をヘルスパートナーと一緒に歩く

日時  7月2日（金）9：30～12：00（8：

00の時点で雨天の場合は中止）

場所  三好公園第2駐車場

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

申込  不要。集合場所へ直接

※参加する人は当日体温測定をしてか

らお越しください。

※日傘のご利用はできません。

ふれあいバード作品募集

社会福祉協議会　福祉センター内

☎34-1588　N34-5860

　障がいのある人の芸術・文化を通じ

た自立と社会参加を促進するため、展

示会を開催します。

【作品募集】

対象  以下の全てに該当する作品

① 色鉛筆画・アクリル画・水彩画・油絵・

切り絵・版画・書・刺繍・写真のいずれ

かで、画用紙四つ切りサイズ程度

② 市内在住・在学・在勤で身体障がい者

手帳、療育手帳、精神障がい者保健

福祉手帳のいずれかの交付を受けて

いる人が創作または撮影した（合作

も可）

③ 作者本人・代理人・所属施設団体が著

作権を主張できる

応募  6月1日（火）～25日（金）に指定の

作品札（社会福祉協議会で配布）を

添えて社会福祉協議会へ直接

※応募は1人1点までです。

※作品の裏に氏名、所属名を記入して

ください。

【作品展示】

日時  7月1日（木）～31日（土）

場所  イオン三好店2階パブリックスペ

ース

子育て
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

日時 7月1日（木）10：00～11：00　　

場所 黒笹保育園遊戯室

対象 3カ月～1歳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

申込 6月17日（木）～24日（木）9：00～

16：00までに黒笹地区子育て支

援センターへ電話、または直接

特別支援学校への体験入学

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　来年度に小・中・高等学校へ入学する

予定で、障がいのあると思われるお子

さんとその保護者を対象に体験入学を

行います。体験入学日以外にも随時相

談を行っています。お気軽にご相談く

ださい。なお、事前に各学校へ申し込

みが必要です。

【知的な発達に遅れのあるお子さん】

日時  7月21日(水)・26日(月)

場所  三好特別支援学校（打越町山ノ神

1-2）☎34-4832

【手足の不自由なお子さん】

日時  ①7月8日(木)、9月15日(水）、

②7月7日(水)、10月13日(水) 

場所  ①岡崎特別支援学校（岡崎市本
もとじゅく

宿

町字古
こ し ん で ん

新田78）☎0564-48-2601、

②豊田特別支援学校（豊田市大
お お し

清

水
みず

町原
はらやま

山66）☎0565-44-1151

【病気で療養しているお子さん】

日時 7月14日(水)、10月26日(火) 

場所  大府特別支援学校（大府市森
もり

岡
おか

町

7-427）☎0562-48-5311

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）

6月24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
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽
との触れ合いなど

6月8日（火）・18日（金）・
28日（月）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

6月10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）

6月22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

6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。
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子育て
就学前の子ども向け日本語教室

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　就学前の外国籍の子どもが生活に必

要な日本語を親子で学ぶための教室を

開催します。楽しく日本語を学んでみ

ませんか。

内容 読み聞かせや遊びを通して日本語

　　の表現や語彙を身に付ける

日時  6月26日、7月10日、8月21日、

9月18日、10月9日・16日、11月

20日、12月18日、1月22日・29

日、2月19日・26日、3月5日・12

日・19日・26日の土曜日10：00～

11：45

場所  おかよし交流センター（6月～1月）、

三好丘小学校（2・3月）

対象  外国籍の4・5歳児とその保護者

定員 親子20組　費用 無料

申込  申込書（市内保育園、幼稚園、学

校教育課で配布）に必要事項を記

入し、学校教育課へ直接

早期教育相談

学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　県教育委員会では早期教育相談を実

施します。子育てで気になることのあ

る人やお子さんに障がいがあると思わ

れる人などお気軽にご相談ください。

日時  7月28日(水)、8月3日（火）9：30

～16：00

場所  西三河総合庁舎7・8階（岡崎市明
みょうだい

大

寺
じ ほ ん ま ち

本町1-4）

対象 0～6歳の未就学児とその保護者

費用 無料

申込   7月2日（金）までに学校教育課へ

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。

絵本を伝える会　

おはなしいっぱいドレミ

みなよし地区子育て支援センター

打越保育園内

☎34-1867  N34-6791

日時 6月29日（火）10：00～11：00

場所 打越保育園遊戯室

対象 0～2歳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  6月15日（火）～22日（火）9：00～

16：00にみなよし地区子育て支援

センターへ電話、または直接

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 6月24日（木）10：00～10：45、　

　　11：00～11：45（二部制）

場所 莇生保育園遊戯室

対象 5カ月以上の子とその保護者

定員 抽選で各10組　費用 1人15円

持物 バスタオル

申込  6月10日（木）～17日（木）9：00～

17：00にきたよし地区子育て支援

センターへ電話、または直接

親子ふれあい遊び

三好丘地区子育て支援センター

みどり保育園内

☎36-0785  N36-5675

日時 6月29日(火)10：00～11：00

場所 三好丘地区子育て支援センター

対象  1～2歳6カ月の子とその保護者

定員 抽選で12組　費用 1人15円

申込  6月15日（火）～22日（火）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

子供かけっこ教室追加募集

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  6月6日・20日の日曜日①9：00～

10：00、②10：15～11：15、7月

4日・18日の日曜日①8：00～9：

00、②9：15～10：15

※8月～令和4年3月も、月に2回開催

予定です。

場所  明越会館前芝生広場

対象  ①年長児～小学生、②年少～年長児

定員  各回先着で10人

費用   1,500円（1回）

※回数券7,800円（6回）、12,000円（10

回）、20,000円（20回）もあります。

※別途年会費1,000円・保険料800円

が必要です。初めての人は1回500円

で体験できます。

申込  希望する各開催日の3日前までに、

氏名（ふりがな）、園名（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

市長杯グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ協会事務局長

小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

日時  7月23日（金）8：30～12：00（受け

付けは8：00～、予備日は7月30

日（金））

場所  三好公園陸上競技場

内容  男女別16ホールのストロークプレ

ー（男女優勝～8位・ラッキー賞・ホ

ールインワンゲームあり）

対象  市内在住　費用  300円

申込  6月7日（月）までに行政区、住所、

氏名、生年月日、電話番号を記入

し、グラウンド・ゴルフ協会事務

局へファクス、またははがき（〒

470-0214 明知町砲録山2-262 

小栗方 グラウンド・ゴルフ協会事

務局宛）

※納金方法は別途連絡します。

スポーツ
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カローリング交流会

スポーツ課  総合体育館内

☎32-8027  N34-6030

日時  7月31日(土)9：00～11：45（受

け付けは8：40～）

場所 総合体育館アリーナ

対象  市内在住・在勤・在学または市内で

活動しているグループの人

※障がいのある人も参加できます。

定員 抽選で48人程度

※応募多数の場合は7月3日（土）に抽

選を行い、後日結果を通知します。

持物 体育館シューズ

費用 200円(当日持参)

申込  6月4日(金)～6月30日(水)までに

申込用紙（スポーツ課、教育委員

会、サンネットで配布）をスポー

ツ課へファクス、または直接。ま

たは教育委員会（市役所2階）、サ

ンネットへ直接

バレトンdeダイエット体験会

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

日時  6月17日、7月1日・15日の木曜日

11：25～12：10

場所  明知上公民館ホール

対象  どなたでも可　定員  先着で10人

費用  1回500円（当日集金）

申込  各開催日の2日前までに、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

タグラグビー教室

三好さんさんスポーツクラブ 

明越会館内　☎・N34-3621

日時  6月13日・27日の日曜日14：00～

16：00、7月11日・25日、8月8

日・22日の日曜日9：00～11：00

※9月～令和4年3月も、月2回開催予

定です。

場所  緑と花のセンターふれあいA 広

場他

対象  小学1年生～6年生

定員  各学年先着で10人

費用  6～9月分8,000円

※別途年会費1,000円、保険料800

円が必要です。初めての人は、1回

500円で体験できます。

申込  各開催日の3日前までに、氏名（ふ

りがな）、学校名、学年、携帯電

話番号を明らかにしてSAPラグビ

ー公式LINEで登録

バドミントン教室

バドミントン連盟　

近
こんどう

藤綾
あや

さん  ☎・N34-8558　

日時  8月14日・21日・28日、9月4日・

18日の土曜日13：30～16：00

場所  総合体育館アリーナ

対象  市内在住・在勤・在学（小学4年生

以上）の人

定員  先着で30人　費用  2,500円

申込  7月9日（金）までに所定の用紙（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、ま

たは直接

採　用
みよし市職員

健康推進課　保健センター内

☎34-5311  N34-5969

【会計年度任用職員採用】

職種  管理栄養士

勤務  平日8：30～17：15の間で週1回、

1日5時間程度

期間  8月1日～令和4年3月31日

業務  高齢者の栄養指導・相談事業と介

護予防対策の運営・事務など

賃金  時給1,273円～（経験年数による）

対象  管理栄養士の資格を有する人

定員  1人　選考  書類審査、面接試験

申込  6月1日（火）～30日（水）9：00～

16：30にみよし市会計年度任用

職員登録申込書（人事課、保健セ

ンターで配布、ホームページから

ダウンロード可）に必要事項を記

入し、保健センターへ直接

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」

内容  ネコの里親探し、三好ネコの会PR

日時  6月6日（日）10：00～15：00

場所  カリヨンハウスイベント広場

対象  県内在住でネコを家族の一員とし

て最後まで飼うことができる人

申込 不要。会場へ直接

問合  三好ネコの会へメール（{info@

miyoshi-neko.jp）（譲渡会につい

ての問合せ以外は不可）

歌好きの子どもたち、あつまれ!!

～合唱体験会～

　みよし少年少女合唱団の仲

間と楽しく歌を歌いませんか。

皆さんのご参加をお待ちしています。

日時  7月4日（日）・10日（土）・17日（土）・

31日（土）、8月8日（日）・21日（土）

場所 サンライブ2階研修室兼軽運動室

対象  小学生～高校生　 費用 無料

申込三
み や け

宅敬
け い こ

子さんへメール（{miyoshi

　　bgc@gmail.com）

※事前予約が必要です。

問合  三宅敬子さんへメールまたは電話

（☎090-6597-3366）

※詳細は、みよし少年少女合唱団ブロ

グをご覧ください。

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。お気軽にご相談

ください。

日時  6月11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）

　ブログ

公式 LINE

ホームページ



7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（休館日を除く）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）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要

法律相談 9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

20日（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

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

障がい者面接相談
（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）☎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階ふくしの窓口 必要（前日まで）☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談

平日8：30～17：00

市役所1階長寿介護課

不要

☎32-8009

きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内）

☎33-0791

なかよし地域包括支援センター
（福祉センター内） 

☎34-6811

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内）

☎33-3502

成年後見相談
①平日8：30～17：00、②7日（水）
13：00～17：00

①成年後見支援センター（福祉
センター内）、②おかよし交流
センター

必要（前日まで）
成年後見支援センター
☎41-8063

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 ☎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（水曜日を除く） 市役所2階子育て支援課 不要 ☎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）☎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 ☎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）☎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

必要 ☎0566-21-9338

夜間エイズ検査 19日（月）18：00～19：00 不要

☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査
6・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 16日（金）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337

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 水質検査は要予約 ☎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

記
後
集

編

※ 広報みよしの中から、外国人の皆さんにも特に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：2,267人　市人口に占める割合：3.7%（令和３年5月1日現在）

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

School Education Dept　☎0565-32-8026  

This is a course for foreign pre-school children. Together 

with one or both parents, children can learn Japanese that 

will be necessary in daily life.

▶Course content＝Through reading, listening, and playing, 

children learn Japanese expressions and vocabulary.

▶Date and time＝10：00 – 11：45 on these Saturdays: 

June 26, July 10, August 21, September 18, October 9 

and 16, November 20, December 18, January 22 and 29, 

February 19 and 26, March 5, 12, 19, and 26

▶Location＝Okayoshi Community Center (June - January) 

and Miyoshigaoka Elementary School (February - March)

Who is eligible: All foreign children aged 4 or 5 and one or 

both parents

▶Class size limit＝20 pairs of parent(s) and child　

▶Fee＝Free of charge

▶How to apply＝Please obtain an application from a   

Miyoshi municipal day care center (hoikuen), kindergarten, 

or the School Education Department, fill in the necessary 

information on the application, and bring it directly to the 

School Education Department.

親
お や こ

子で参
さ ん か

加する就
しゅうがくまえ

学前の子
こ

ども向
む

け日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室

Não se esqueça de pagar o Imposto Veicular

Setor de Escola e Educação　☎0565-32-8026  

親
お や こ

子で参
さ ん か

加する就
しゅうがくまえ

学前の子
こ

ども向
む

け日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室

Curso de Japonês p/ Crianças em idade pré-
-escolar com participação dos pais (PRE-
-SCHOOL)

Setor de Escola e Educação　☎0565-32-8026  

 Este curso tem como objetivo ensinar o idioma japonês 

necessário no cotidiano p/ as crianças em idade pré-escolar. A 

participação é em conjunto com os pais.

▶Conteúdo＝Será ensinado as expressões e vocabulário 

japonês por meio de leitura, áudio e brincadeiras.

▶Data e Horário(período)＝Nos sábados descritos abaixo das 

10：00～11：45

26 de Junho, 10 de Julho, 21 de Agosto, 18 de Setembro, 9 e 

16 de Outubro, 20 de Novembro, 18 de Dezembro,  22 e 29 de 

Janeiro, 19 e 26 de Fevereiro e 5,12, 19, e 26 de Março

▶Local＝Centro de Intercâmbio de Okayoshi (Junho até 

Janeiro) e Escola primária Miyoshigaoka (Fevereiro e Março)

▶Quem pode participar＝Crianças em idade letiva de 4 anos 

e 5 anos e seus pais

▶Vagas disponíveis＝20 pares

▶Taxa＝Gratuíta

▶Inscrição＝Preencha o formulário de inscrição que será 

distribuído nas creches e jardins infantis de Miyoshi e também 

no Setor de Educacão e Escola e entregue diretamente para o 

Setor de Educacão e Escola.

Japanese Lessons for Pre-school 
Children(Attended by child and one or 
both parents, these are lessons for chil-
dren before they start elementary school)

（日本語の記事は28ページ参照）

　「みよし市は見どころが少ない」といったご意見を耳にする

中、市の素敵な景観を市内外に発信しようと始めた『市公式

インスタグラム』。インスタは普段の広報紙用の写真とは違

い、いかに『映
ば

え』る写真を撮れるかの世界。担当一同、市内

の撮影スポットを探しながら、四季折々の素敵な写真を投稿

できるようカメラの腕を磨いています。皆さんの「いいね！」

が励みになりますので、ぜひフォローをお願いします。（陽）
※ 閲覧には、ご自身がインスタグラムを利用している

必要があります。
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募集期間 令和３年6月1日（火）～6月25日（金）

応募資格 どなたでも可（年齢、プロ・アマ、個人・団体は問いません）

そ の 他
▪ 選考は応募デザインから市民によるウェブ投票および小・中学生による

ペットボトルキャップ投票を予定

▪ロゴマークの公表は令和3年10月を予定

みよし市役所 SDGs プロジェクトチーム事務局（企画政策課内）

☎0561-32-8005　N0561-76-5021

{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

問い合わせ

応募方法
みよし市ホームページ「SDGsロゴマーク募集サイト」から応募

Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kikaku/sdgsrogomark1.html

※1人何点でも応募できます。

最優秀賞（1点）

 50,000円

　みよし市のオリジナルS
エスディージーズ

DGsロゴマークを制作します。SDGs

（持続可能な開発目標）を幅広く認知していただき、皆さんと

SDGsの取り組みを進めていくためのデザインを皆さんから募集

しますので、ぜひご応募ください。

ホームページ

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

●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 6月7日（月）、7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

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。

みよし市公式インスタグラム


	表紙
	2-5
	6-13
	14-15
	16
	コロナ折込
	17
	18-19
	20-21
	22-29
	30-31
	裏表紙

