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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
特設税務相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　相談内容の秘密は固く守られますの
で、お気軽にご相談ください。
内容 �相続、贈与、不動産の譲渡などの
税に関しての悩みや困りごとの相
談に、一般社団法人FPみよしネ
ットワーク協会会員税理士などの
相談員が応じます。

日時 �8月5日（金）13：30～16：30（1回
30分）

場所 �市役所2階201会議室
対象 �市内在住・在勤　費用 �無料
申込 �7月19日（火）～8月2日（火）に市民
課へ電話、または直接

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・網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。

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。ぜひご応募ください。
対象 �市内在住の小学生
課題 �小学1年生…まち、2年生…あいさ
つ、3年生…思いやり、4年生…明
るい社会、5年生…少しの勇気、6
年生…地域の力

申込 �半紙に課題を毛筆で書き、7月29
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。

※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
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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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

自動車盗難が多発しています
　多発する自動車盗難には以下のような防犯対策を組み
合わせることが有効です。

ホームページ

【純正品に頼らない自己対策】
●警報装置の追加
●イモビライザーの追加
●GPSなどの追跡機能の追加

【組み合わせることで有効な対策】
●タイヤロック
●ハンドルロック固定装置
●ナンバープレート盗難防止ネジ
●ガレージや柵のある駐車場に保管
●防犯カメラや電灯のある明るい駐
　車場に保管
●鍵は電波を遮断する金属製の缶な
　どに入れ、車と離れた場所に保管
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●飲酒運転根絶等に向けた安全運転意
識の向上
●自転車の交通ルール遵守の徹底と安
全確保

「市民合唱交流会」参加団体募集
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　市民合唱交流会では、市内で活動し
ている合唱団が日頃の練習の成果を発
表しています。ぜひ皆さんの美しい歌
声をお聴かせください。
日時 �11月27日（日）12：20～
場所 �サンアート大ホール
対象 �市内で活動する団体、または市民
が参加している団体　

費用 �無料
申込 �7月15日（金）までにサンライブ2
階総合案内（事務室）へ電話、また
は直接

※代表者は本番前に打ち合わせ会議へ
の出席が必要です。

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3月31日
までに行います。
申込 �8月1日（月）～2月24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期間途中にお
いても受け付けを終了とさせていただ
きます。
※天候などにより作業が4月以降にな
る場合があります。

催し・講座
第2回自然観察会
環境課  ☎32-8018  N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　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 �7月26日（火）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 �15組程度　費用 �無料
�申込 �7月15日（金）までに氏名、学年、
保護者名、住所、電話番号を明ら
かにして、環境課へ電話、ファク
ス、メールまたは直接

青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
　7月と8月は「青少年の非行・被害防
止に取り組む運動」の強調月間です。
スローガンは「非行の芽　はやめにつ
もう　みな我が子」。青少年が心身と
もに明るく健やかに成長することは、
誰もが願うことです。しかし全国的に
青少年が起こす非行や、犯罪に巻き込
まれる被害の件数は年々増加してお
り、深刻な社会問題となっています。
次代を担う青少年の健全な成長を促す
ため、大人が率先して規律ある行動を
示すとともに、青少年の非行・被害防
止に関する意識を深めましょう。

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。

夏の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　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。期間中
は、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。
期間 �7月11日(月)～20日(水)

【運動重点】
●子どもと高齢者を始めとする歩行者
の安全確保と保護意識の醸成

　　有料広告
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催し・講座
生涯学習秋冬講座
生涯学習推進課　サンライブ内
☎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。申込方法や講座内容など詳
しくは、今月号の折り込み、または
「秋冬講座案内」（7月1日（金）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 �中学生を除く15歳以上

第6回石川家住宅「なつまつり」
石川家住宅　☎・N32-3711

　昔懐かしい「あそび」の体験や歴史体
感講座の作品展示などを行います。

【日時・内容】
7月23日（土）（受け付けは9：00～10：
30）
●第1部（9：30～10：30）
風船釣り、紙相撲、シャボン玉
●第2部（10：30～11：30）
ザリガニ釣り大会（前・後半2回）

場所 �石川家住宅　費用 �無料
申込 �ザリガニ釣り大会は7月7日（木）
以降に石川家住宅へ電話、または
直接（先着で前・後半各4組）

他 �10：00～10：30ジャグリングなど
の実演あり

夏季企画展「むしずきおじさんの
コレクション～あの虫、この虫、
大集合‼～」
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
　この夏、5年ぶりに資料館で昆虫展
を開催します。身近な昆虫、珍しい昆
虫、きれいな昆虫、カッコいい昆虫な
ど、いろいろな昆虫たちが資料館に集
まります。過去の昆虫展で大人気だっ
た生きた昆虫たちも展示、会期中には
イベントも開催します。
日時 �7月23日（土）～9月19日（祝）9：00
～16：30（休館日は祝日を除く毎
週月曜日）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

夏休み子ども一日司書
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　子どもたちに、図書館の利用方法や
本に関する知識を広め、図書館をより
身近に感じてもらおうと「一日司書、
図書館バックステージツアー」を開催
します。
内容 �本の貸出・返却、本を分類ごとに
書棚に並べる、雑誌・新聞の整理
など、図書館の仕事や内容を学習
する

日時 �8月3日（水）・4日（木）・7日（日）・10
日（水）・11日（祝）①9：30～12：00、
②13：30～16：00

場所 �中央図書館（サンライブ内）
対象 �市内在住の小学4～6年生
定員 �先着で各回3人
申込 �7月6日（水）以降の9：00～20：30
（日曜日は17：30まで）に、サンラ
イブ2階総合案内（事務室）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
　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9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

ふるさと庭園コンサート
「七夕のゆうべ」
サンアート��☎32-2000  N32-3232
　初夏の黄

たそがれ

昏時にふるさと会館で生演
奏を楽しむことができるコンサートで
す。ぜひお越しください。�
日時 �7月2日（土）17：30開演（17：00開
場）（雨天中止）

場所 �ふるさと会館
出演 �①ゴスペル（M

ミ ラ ク ル

iracle�V
ヴォイセス

oices）、②管
楽器アンサンブル（あさがおの会）

費用 �350円（呈茶付き）
申込 �当日16：30～ふるさと会館へ直接

※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。

　　有料広告

ホームページ
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親子下水道教室
境川浄化センター��☎0566-25-1295

�内容 �顕微鏡による微生物観察、水質測
定の簡易実験や施設の見学を通じ
て、下水道の役割を親子で学ぶ

日時 �7月26日（火）、8月2日（火）9：30
～12：00

場所 �境川浄化センター（刈谷市衣
ころもざき

崎町
2-20）

対象 �小学生とその保護者
※薬品などを使用しますので、未就学
児の同伴・参加はご遠慮ください。
定員 �先着で各10組　費用 �無料
申込 �7月4日（月）以降の平日9：00～17：
00に電話

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23日（火）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、または派遣
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（金）以降の平日にハローワ
ーク豊田（豊田市常

と き わ

磐町3-25-7）
職業相談部門、またはジョブサポ
ートみよしへ直接

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
　仕事復帰に向けた共働き夫婦の上手

なコミュニケーションで仕事も家庭も
両立させませんか。
日時 �9月6日（火）10：00～11：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �日本心理学会認定心理士の廣

ひ ろ た

田智
とも

子
こ

さん
対象 �就職活動中の人
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �7月1日（金）～8月31日（水）の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

託児 �あり（6カ月～未就学児が対象）
※8月22日（月）までに予約が必要です。

夏休み小中学生将棋大会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　小・中学生に将棋に親しんでいただ
くための催しです。
日時 �7月31日（日）9：30～12：00（受
け付けは9：00～）

場所 �サンライブ3階会議室1・2・3
対象 �小・中学生
定員 �先着で30人　費用 �500円
申込 �当日、会場へ直接
問合 �将棋部の塚

つかもと

本憲
けんいち

一さんへ電話（☎
34-7080）

豊田市コンサートホール
・能楽堂の催し
豊田市コンサートホール・能楽
堂　☎0565-35-8200

【能狂言が見たくなる講座　第1回「能
楽師のお仕事」】
内容 �能楽師となったきっかけや日々の
仕事内容を紹介

日時 �7月16日（土）14：00開演
出演 �大

お び な た

日方寛
ひろし

さん（ワキ方
かたしもがかりほうしょうりゅう

下掛宝生流
能楽師）、鳥

とりやま

山直
な お や

也さん（小
こつづみかたかん

鼓方観
世
ぜりゅう

流能楽師）ほか
費用 �全席指定1,000円（25歳以下500
円、未就学児入場不可）

【か～るクラシック♪　イブニングコン
サート　第47回「パイプオルガン×ソ
プラノ」】
内容 �J.S.バッハ／羊は安らかに草を食み、

C.フランク／パニス・アンジェリク
スほか

日時 �7月22日（金）19：00開演
出演 �久

く ぼ た

保田真
ま や

矢さん（パイプオルガン）、
美
み ど う

堂舞
まい

さん（ソプラノ）
費用 �全席指定500円（4歳以上入場可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール（豊田市西

にし

町
まち

1-200豊田参合館8階）
申込電話、ホームページ、または直接

ロビーコンサート
サンアート��☎32-2000  N32-3232
　子どもから大人まで気軽に生演奏を
楽しむことができるコンサートです。
ぜひお越しください。
日時 �7月21日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①バンド演奏（M

マ カ ニ

AKANI�‘O
オ ル オ ル

LU’OLU�
H
ハ ワ イ ア ン ズ

AWAIIANS）、②ピアノ演奏・歌
（ブルーメ）、③ゴスペル（S

ソ エ ル

oel）
費用 �無料

エンジョイ！　クッキング講座
追加募集
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　今流行のものを取り入れ、旬の食材
を使ったメニューを作ります。お気軽
にご参加ください。
日時 �7月6日・20日、9月7日・21日の水
曜日10：00～12：00

※10月～3月まで月2回開催予定です。
場所 �明越会館料理研修室
対象�どなたでも可　定員�各10人
費用 �受講料6,500円（年間）、年会費4,000
円（保険料含む）、材料費1回につき
600円程度

※1人1回無料体験できます。
持物 �エプロン、ふきん、マスク
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、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、メール、または直接

ホームページ

ホームページ
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夏休みクラフト教室
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　クラフトテープを使いB5サイズの
オリジナルのかごを作ります。
日時 �7月27日（水）10：00～11：30
場所 �明越会館多目的室
対象 �小学生　定員 �先着で10人
費用 �会員800円、非会員1,000円
持物 �洗濯ばさみ10個
申込 �火・木曜日9：00～15：00、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、
会員・非会員を明らかにして三好
さんさんスポーツクラブへメール

里親養育体験発表会・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
　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。里親の話を聞いてみませんか。
日時 �8月15日（月）10：30～
場所 �豊田市役所3階保健センター（豊
田市西

にしまち

町3-60）
定員 �先着で45人　費用 �無料
申込 �7月15日（金）～8月8日（月）8：45～
17：30に愛知県西三河児童・障害者
相談センターへ電話（☎0564-27-
2779）

健康・福祉
ふれあいバード作品展示
社会福祉協議会　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
　障がいのあるなしに関わらず、コロ
ナ禍でも地域のつながりを守り、互い
の理解を深めるために作品を通した交

流を行うため作品展示を行います。
【展示期間・場所】
①7月1日（金）～29日（金）
　イオン三好店2階パブリックスペース
②10月7日（金）～10月21日（金）
　サンライブ1階ギャラリー

子どものストレス
市民病院　小児科
☎33-3300 
N33-3308
　人間は生きていく
うえで「ストレス」と上手に付き合わね
ばなりませんが、子どもは経験が乏し
いためうまく対処できないことが多い
です。コロナ禍で、友達と会えない、
行事が中止になるなど日常生活におい
てさまざまな制限を受けるようになっ
たことで、子どもたちが受けるストレ
スは増えています。朝起きられない、
生活のリズムが狂ってしまう、頭・腹・
足の痛み、イライラが強い、落ち込み
が激しい、食欲や体重の急激な変化な
どストレスによっていろいろな症状が
現れることがあります。大人がそうし
た子どものSOSを見逃さず、気持ちを
受け止めてあげることが重要です。た
だ、子どもがストレスを感じている時
は、家族も大きなストレスを抱え余裕
がなくなっていることも多いです。
　小児科ではしっかり話を聞いて、必
要に応じて検査や適切な薬を使いま
す。お子さんの症状でお困りのことが
ありましたらお気軽に小児科で相談し
てください。

国民健康保険高齢受給者証の
更新
保険年金課  ☎32-8011  N34-3388
　7月は、1年ごとの高齢受給者証の
更新時期です。現在お持ちの高齢受給
者証の有効期限は7月31日（日）です。
7月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、現在のオレン

ジ色から白色に変わります。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

後期高齢者医療コールセンター
のご案内
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
コールセンター（電話窓口）を開設しま
す。保険料の算定方法や保険証の負担
割合などについては、コールセンター
へお問い合わせください。

【あいち後期高齢者医療コールセンター】
☎0570-011-558
日時 �7月11日（月）～12月28日（水）8：45
～17：15（土・日・祝含む）

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

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
流できる事業です。
内容 �腹が立った時どうする？　認知症
介護の知恵袋

日時 �7月22日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201会議室
講師 �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
対象 �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。

▲吉
よしだ
田智

とも や
也医師

ホームページ

催し・講座
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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、地域における介護の担い手にな
っていただくことを目的に開講しま
す。なおこの事業は、社会福祉協議会
の会費と赤い羽根共同募金の配分金を
活用して助成します。
日時 �9月7日～10月27日の水・木曜日9：
30～16：30（カリキュラムにより
時間変更あり）

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
費用 �市内在住31,350円、市内在勤
36,575円、市内在学41,800円、

　　その他52,250円
※別途テキスト代7,124円が必要です。
申込 �7月15日（金）～8月19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

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽、ゲー
ムなど（18日は「大正琴で元気
に！」を開催。詳細は下記参照）

7月8日（金）・18
日（祝）・28日（木）
14：00～15：30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包
括支援センター
☎33-4177

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、歌、健
康体操など

7月28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

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師や保
健師などによる相談

7月14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（26日
は「懐かしい曲の音楽会」を開催
します。詳細は下記参照）

7月26日（火）
10：00～11：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 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。

※オリーブは、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878
　大正琴とともに頭を使いながら体を動かしましょう。
日時 �7月18日（祝）14：00～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �大正琴s

シスターズ
ister's♩　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501
　働いていた頃聞いていた曲や子どもと一緒に歌った曲などをギター演奏します。
あの頃を思い出しながら曲を楽しみませんか。
日時 �7月26日（火）10：00～11：15　場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　
対象 �どなたでも可　出演�昭和ミニバンド　費用無料　申込�不要。当日、会場へ直接

wワ ラ ウarau cカ フ ェafe　みんなの認知症コミュニティカフェで「大正琴で元気に！」を開催します

認知症カフェオレンジ茶房で「懐かしい曲の音楽会」を開催します

ホームページ
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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。

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直接

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 手当額

（月額） 加算対象 加算額
（月額） 支払月

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。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。

特に重度な人には加算あ
り

5月、
8月、
11月、
2月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいが重複してある
②�身体障がい者手帳2級以上の障がいがあり、I

アイキュー

Q（知能指数）
20以下、または常時介護が必要な精神障がいがある
③�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り、
他に身体障がい者手帳3級の障がいが2つ以上ある
④�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある、またはIQ20以
下、もしくはこれと同程度の障がい、または病状があり、
日常生活においてほぼ全面介護が必要

27,300円

身体障がい者手
帳2級以上かつ
IQ35以下

A種
6,850円

身体障がい者手
帳2級以上、ま
たはIQ35以下

B種
1,050円

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。また、在宅重
度障がい者手当との併給はできません。

特に重度な人（子）には加
算あり

5月、
8月、
11月、
2月

①�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
② IQ20以下
③�上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要

14,850円

身体障がい者手
帳2級以上かつ
IQ35以下

A種
6,900円

身体障がい者手
帳2級以上、ま
たはIQ35以下

B種
1,150円

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、または3カ月以上の入院している人は対象外。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。

加算なし

4月、
8月、
12月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいがあり、療育手帳A判定
（IQ35以下）の合併障がいがある

1種
15,500円

①身体障がい者手帳2級以上の障がいがある
②療育手帳A判定（IQ35以下）
③�身体障がい者手帳3級の障がいがあり、療育手帳B判定（IQ
���50以下）
※2種では65歳以上で新たに障がい者となった人は除きます。

2種
6,750円

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。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。 4月、

8月、
11月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある
②療育手帳A判定（IQ35以下）の障がいがある

重度
52,400円

①�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）
②療育手帳B判定（IQ50以下）の障がいがある

中度
34,900円

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。

身体1、2級・精神1級・療育Ａ判定
4,500円
身体3級・精神2級・療育Ｂ判定
4,000円
身体4～6級・精神3級・療育Ｃ判定
2,500円
加算なし

7月、
11月、
3月
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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
　10月1日から後期高齢者医療制度
において医療費の窓口負担割合に2割
が加わるため、後期高齢者医療被保険
者証（保険証）の更新を今年度は2回行
います。現在お持ちの保険証（緑色）の
有効期限は7月31日（日）です。8月1
日から9月30日までの間は、7月中旬
に送付する新しい保険証（赤茶色）をお
使いください。10月以降は9月中旬
に送付する保険証（青色）をお使いくだ
さい。なお、ご自分の負担割合が変更
になるかどうかは、9月中旬に送付す
る保険証でご確認ください。
　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。

育児講座「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
　皆さんの参加をお待ちしています。
日時 �7月6日（水）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 ��3カ月～1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
持物 ��使い慣れた抱っこ紐�
申込 ��6月22日（水）～29日（水）9：00～
16：00に親子の氏名、年齢、行政
区、電話番号を明らかにして、黒

笹地区子育て支援センターへ電話、
または直接

育児講座「親子ビクス」
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501
　親子で楽しく体を動かしましょう。
日時 �7月21日（木）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7日（木）～14日（木）9：00～16：
00に、子育て総合支援センターへ
電話、または直接（日・月曜日を除
く）

スポーツ
第1回スポーツ指導者講習会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　スポーツ指導に関する基礎を学ぶ講
習会を開催します。皆さんの参加をお
待ちしています。
内容 �からだづくりのための栄養学
日時 �7月30日（土）17：00～19：00（受
け付けは16：30～）

場所 �市役所3階研修室
講師 �星城大学経営学部スポーツマネジ
メント分野准教授の長

ながさわ

澤省
せ い ご

吾さん
対象 �市内在住・在勤・在学でスポーツ指
導に興味がある人

定員 �先着で40人　費用 �100円
申込 �7月16日（土）までにスポーツ協会
へファクス、または直接

こども陸上教室追加募集
なかよしクラブ��☎・N34-1771

　速く走るこつを楽しく身につけませ

んか。
日時 �水・金曜日18：00～19：00
場所 �三好公園陸上競技場
対象 �小・中学生　定員 �20人程度
費用 �受講料400円（1回）、年会費1,000
円、スポーツ保険料800円（年間）

※1人1回無料体験できます。
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になかよしクラブ事務局ま

　　たはクラブマネージャーの出
いずはら

原裕
ゆ う じ

仁
　　さん（☎090-7033-2211）へ電話

オープンソフトテニス大会
ソフトテニス連盟　林

はやし さちお 
幸男さん

☎090-3482-5556
内容 �①中学生の部（中学1・2年生）、②
一般の部（男子・女子）

※予選リーグ戦後、決勝トーナメント
を行う予定です。
日時 �①7月23日（土）、②7月24日（日）
9：00～（受け付けは8：30～）

場所 �三好公園テニスコート
対象 �中学生以上
費用 �500円（高校生以下は100円）
申込 �7月8日（金）までに申込書（総合体
育館で配布）を総合体育館へファ
クス（N34-6030）、または直接

スポーツ協会総合体育大会
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 �9月3日（土）9：00～（予備日10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 �7月17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

子育て
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夜☆ヨガ（疲労回復ヨガ）講座
追加募集
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
　座ったポーズを中心に1日の疲れを
癒やします。
日時 �7月6日・20日、8月3日・17日の水
曜日19：30～20：30

※9月～3月まで月2回開催予定です。
場所 �明知下公民館ホール
対象 �どなたでも可　定員 �各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。
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。

費用 �受講料8,500円（年間）、年会費
4,000円（保険料含む）

※1人1回無料体験できます。
持物 �ヨガマット
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、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、メール、または直接

短期ゆるヨガ講座追加募集
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
　体の硬い人、運動不足ぎみ

の人向けのゆったりとしたヨガです。
日時 �7月12日・26日、8月9日・23日、
9月13日・27日の火曜日10：00～
11：00

場所 �緑と花のセンター研修室
対象�どなたでも可　定員�各10人
費用 �会員1回700円(6回3,600円）、非
会員1回800円（6回4,200円)

持物 �ヨガマット
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、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、メール、または直接

　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 内容 日時 会場 対象 定員 受講料 電子申請

幼児の親子
体操教室

親子で一緒にで
きる軽運動、親
のストレッチ運
動

9月14日・21日・28日、
10月5日・12日・19日・
26日、11月2日・9日・
16日の水曜日（全10回）
10：00～11：30

柔道場

平成30（2018）年4月2日
～令和2（2020）年4月1
日生まれの幼児とその保
護者

45組 1組
3,100円

幼児体育
教室

ボール・とび箱・
マット・鉄棒・大
縄跳びで楽しく
運動する

9月14日・21日・28日、
10月5日・12日・19日・
26日、11月2日・9日・
16日の水曜日（全10回）
①15：00～15：45、
②16：00～16：45

剣道場、
アリーナ

①�平成29（2017）年4月2
日～平成30（2018）年
4月1日生まれの幼児
②�平成28（2016）年4月
2日～平成29（2017）
年4月1日生まれの幼児

各65人 2,700円

スタンツ
教室

とび箱・マットで
楽しく運動する

9月17日・24日、10月
22日・29日、11月5
日・12日・19日、12月
3日・17日・24日の土曜
日（全10回）
13：30～15：00

剣道場、
アリーナ 小学1～3年生 40人 1,800円

成人スポー
ツ教室

ボクシングエク
ササイズで身体
を動かす

9月2日・9日・16日・23
日・30日、10月28日、
11月11日・18日、12月
2日・16日の金曜日（全
10回）
19：30～20：30

剣道場 平成16（2004）年4月1
日以前に生まれた人 20人 5,250円

ホームページ

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31日(日)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QRコード参照）

スポーツ

ホームページ

ホームページ
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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

　氷上のスポーツ、カーリングをヒン
トに生まれた屋内競技のカローリング
の交流会を開催します。
日時 �8月20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、市内で活動
しているグループ

※障がいのある人も参加できます。
定員 �48人程度　持物 �体育館シューズ
費用 �200円（当日払い）
申込 �7月1日（金）～31日（日）に申し込み
用紙をスポーツ課へファクス、直
接、または市役所2階教育委員会、
サンネットへ直接

※申し込み用紙はスポーツ課、教育委
員会、サンネットで配布します。

採　用
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6（1994）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5（2023）年3月卒業
見込みを含む）した人

※他にも視力・聴力などの条件があり
ます。詳しくは、ホームページをご覧
ください。
人数 �5人程度　
試験 �第1次試験…9月18日（日）、第2次
試験…10月4日（火）・10月21日（金）

選考 �筆記試験・個人面接・体力測定など
申込 �8月15日（月）～9月2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）に必要事項を記入
し、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
大豆栽培してみませんか
　日本は輸入大豆が95％です。自分
たちで栽培し、手作りの味噌につなげ
てみませんか。
内容 �7月中旬に種まき、12月中旬に収
穫、2月に味噌作りをします。

【募集説明会】　
日時 �7月9日（土）9：00～10：00
※雨天でも実施します。
場所 �石坂市民農園（打越町石坂18-1）
定員 �5人
問合 �7月7日(木)までに長

ながお
尾邦
くに
松
まつ
さん（☎

090-2137-8587）へ電話

夏の合唱体験会
　歌うことが好き。ミュージ
カルみたいに踊ったり歌った
りしたい。学校で歌うことが少なくな
って寂しい。そんなことを思っている
お友だち、合唱団の団員と一緒に歌い
ませんか。
日時 �7月9日・16日・23日・30日、8月6
日・27日の土曜日18：00～19：30

場所 �サンライブ3階音楽室
対象�小学生～高校生　費用無料
申込 ��みよし少年少女合唱団ブログ内お
問い合わせフォームから

※事前予約が必要です。
問合 ��みよし少年少女合唱団ブログ内お

問い合わせフォームまたは三
みやけ
宅敬

けい

子
こ
さんへ電話（☎090-6597-3366）

バドミントン教室
日時 ��8月13日・27日、9月3日・10日・
17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・在学で小学4年生
以上

定員 �先着で30人
費用  2,500円（5回分）
申込 ��7月15日（金）までに申し込み用紙
（総合体育館で配布）を総合体育館
へファクス（N34-6030）、または
直接

問合 ��近
こんどう
藤綾
あや
さんへ電話（☎34-8558）

親子リトミック体験会
　リトミック、手遊び、歌あそび、絵
本の読み聞かせなどをします。

【ベビークラス】
日時 �7月14日・21日の木曜日11：00～
11：35

対象 �令和3（2021）年4月2日生まれ～生
後6カ月の未就園児とその保護者

【1歳児クラス】
日時 �7月13日・27日の水曜日10：40～
11：25

対象 �令和2（2020）年4月2日～令和3（2
021）年4月1日生まれの未就園児
とその保護者

【2・3歳児クラス】
日時 �7月13日・27日の水曜日9：40～
10：25

対象 �平成30（2018）年4月2日～令和2
（2020）年4月1日生まれの未就園
児とその保護者

【共通】
場所 �打越公民館
定員  各10人　費用  無料
申込 ��各開催日の2日前までにお子さん
の氏名、生年月日、住所、電話番
号、希望日を明らかにして、久

く ぼ や ま

保山
薫
かおる

さんへメール（{m-k_ritokids.
　　��2008@hotmail.co.jp）
問合 ��久保山さん（☎34-2479）へ電話

ホームページ ブログ


