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　市では市民の皆さんの学習意欲を高め生涯を通

して学習活動を行うためのサポートとして、生涯

学習講座を開講しています。主にサンライブで開

催され、講座には勤労者やシニア、身体障がい

者を対象とした優先講座も設けています。講座に

よっては託児が利用できるものもあり、子育て中

の人でも安心して受講することができます。

　今月の特集では生涯学習講座を紹介します。サ

ンライブで新たなことに挑戦してみてはいかがで

しょうか？

始めませんか？

生生涯涯学学習習講講座座

生涯学習推進課　☎34-3111　N34-3114
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生涯学習講座とは…

　原則15歳以上（中学生を除く）であれば、どなたでも可。ただし、市内在
住・在学・在勤を優先します。

対象者は…

▲多くの講座が開催される
　サンライブ

　5月から7月に行う「春夏講座」、9月から12月に行う「秋冬講座」、1月から
3月に行う「新春講座」に分かれ開講されています。講座の内容は時期によっ
て異なり、語学や歴史について学ぶ「国際理解講座」、ビジネスシーンでも活
用できるワードやエクセル、スマートフォンについて学ぶ「情報・通信講座」、
ヨガやガーデニングなどを行う「生活創造講座」があります。

国際理解講座国際理解講座

情報・通信講座情報・通信講座

ステップアップのための韓国語文法

　ネイティブスピーカー講師により、韓国語文法を中心に学習
します。老若男女問わず幅広い人が受講しており、少人数クラ
スなので直接先生に質問することも可能。韓国語の理解を深め
るきっかけとしていかがでしょうか？

●ゆっくりと繰り返して教えてもらえたのが良かった。
●この講座の続きの講座も開催してほしい。

ゆっくり学ぶスマホ講座

　スマートフォンに不慣れな初心者向け講座。補助講師もいる
ので、分からないことはすぐに聞くことができます。これまで
には 80歳代の受講者も。スマホの便利な機能を、ゆっくり楽
しく学びましょう。

●スマホを新しくしたら、また受講しようと思う。
●少人数なので質問しやすく、説明も分かりやすい。

【講座内容紹介】
　受講者の声とともに、生涯学習講座の一部をご紹介します。

次回「秋冬講座」の募
集は 7月です。多く
の申し込みをお待ち
しています。

受講者の声

受講者の声
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生活創造講座生活創造講座

シニアヒップホップダンス

　シニア向けのため、ダンスの前はしっかりとストレッ
チを行います。踊る曲は講座によって違い、懐メロから
最新曲までさまざま。少しずつ振りつけを覚え、最後に
通して踊ることを目標に練習をします。毎回受講希望者
が定員を超える、人気の講座です。

春のハンギングバスケット

●身体のあちこちが伸びて、少しずつ筋肉がついた。
●�ダンスだけではなくストレッチがあったので、日常で
も取り入れました。

　ハンギングバスケットの基本的な植え方や管理方法、
花の選び方を学ぶことができます。新しい品種や、人気
の花を扱うことも。自分で花を選ぶことが難しいと感じ
る人でも、先生が選んだ花を植えるので気軽に参加でき
ます。

●�花について、知らなかったことをたくさん教えていた
だきました。
●とても楽しく、花の成長が楽しみです。

心と身体のためのヨガ

　美しく立つための柔軟性や筋力を養い、自分の意思で
身体や心をコントロールできるようにレッスンを行いま
す。最初はストレッチから始まり、ゆったりした動きな
ので初心者にもおすすめ。女性だけでなく、男性も申し
込みできます。

●�リラックスして気持ちよく体が伸ばせました。すごく
楽しくテンポもよく、時間があっという間でした。
●家でも実践してみようと思います。

受講者の声

受講者の声

受講者の声
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ご存じですか？ 託児サービス託児サービス

対象 講座初回時に満1歳以上の未就学児

定員 1講座につき先着で3人
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、定員数を減らしています。

　サンライブには、生涯学習講座を受講する人が利用できる託児サービスがあります。
夜間講座など一部対象外の講座もありますが、事前申し込みによりご利用いただくこと
ができます。

料金 1回580円

託児室のご紹介

▲サンライブ２階の託児室

利用者さんに聞きました

▲上
うえの
野美

み き
紀さん・奏

かなで
くん親子

　サンライブに託児室があることは知っ
ていましたが、初めて入りました。小さ
い幼稚園みたいで、おもちゃもたくさん
あり子どもも退屈せずに過ごせそうだな
と思いました。託児の料金が安く、市の
施設で行うので安心して利用できます。
友達にも勧めたいです。

▼絵本やおもちゃがたく
さん♪　クッションで囲
われたコーナーもあるの
で、つかまり立ちをする
お子さんも安心です。

▲託児室専用の
こどもトイレ。

　　生涯学習講座を通して、新たなことに挑戦してみてはいかが生涯学習講座を通して、新たなことに挑戦してみてはいかが

でしょうか？　あなたの初めてを応援します！でしょうか？　あなたの初めてを応援します！
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  令和4（2022）年度の区長の皆さんを紹介します　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　4月5日、令和4（2022）年度の区長の皆さんへ委嘱状が交付されまし
た。区長の皆さんには、区長会で市からの連絡事項や依頼事項を確認した
後、行政区間の連絡調整などを行い、より良い行政区運営ができるよう努
めていただきます。

敬称略、行政区順
※記載している電話番号は、区長への
連絡先です。
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東山

三好丘緑 三好丘旭 三好丘桜

あみだ堂ひばりケ丘

明知下
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中島

三好丘
あおば

福谷

上ケ池

☎34-0751

☎36-2343

☎36-3155

☎34-3055

☎36-5200

☎32-1001

☎34-4955

☎36-1151

☎32-1009

☎78-2316

☎32-1053

☎34-5402

☎36-0566

☎32-1033

☎34-0961

☎32-0811

☎34-0972

☎36-1213

☎32-1693

☎34-0965

☎32-1014

☎34-6605

☎35-5858

☎36-1690

☎34-0975

（新屋児童館）

（黒笹公民館）

（明知上公民館）

（ひばりケ丘ふれあいセンター）

（三好上公民館）

（サンヴィッツ宝栄）

（明知下公民館）

（あみだ堂行政区事務所）

（三好下公民館）

（高嶺児童館）

（打越公民館）

（山伏住宅集会所）

（西一色ふれあい会館）

（東山住宅集会所）

（莇生公民館）

（平池会館サンピース）

（福田児童館）

（中島住宅集会所）

（福谷ハピネスホール）

（上ケ池会館サンフレンド）

副会長

（三好丘集会所） （三好丘緑集会所） （三好丘旭集会所） （三好丘桜集会所） （三好丘あおばふれあいセンター）

会長

副会長

副会長
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　皆さまの意見を市政に生かしていくため、
ご意見をお寄せください。

  市長への提言をお寄せください　広報情報課　☎32-8357　N76-5021

　市では市民の皆さまと共にまちづくりを進めていくた
め、皆さまからの市政に対する提言をいただいています。
こんなふうにすると「みよし市がもっと良くなるのに」と
日ごろ感じていることを気軽にお書きください。回答を
希望する提言には、市から回答をいたします。

  お寄せいただいた提言の内容を紹介します
　小

おやま 
山祐

たすく
市長が就任した令和3（2021）年12月8日から令和4（2022）年3月31日までに、

お寄せいただいた提言は92件でした。

▋提言についてのお願い
▶  広報みよし、市ホームページで主な提言を紹介させていただくことが
　あります（住所・氏名は公開しません）。   
▶回答を希望する場合は、住所・氏名を必ず記入してください。 
▶第三者のひぼう、中傷、個人情報などは記入しないでください。 
▶ 内容によっては、回答に時間がかかる場合があります。

ホームページ

主な提言をホー
ムページでご覧
いただけます。

子育て世帯への臨時特別給付金について

Q 今回の給付金制度で、所得制限などにより給付金を受け
られない子どもにも給付してほしい。

A

市立保育園の延長保育料の納付について

Q 金融機関や市役所など時間に制限のある場所で
しか納付できないため、納付方法の拡大をして
ほしい。

A

サンネットの閲覧スペースの利用について

Q 閲覧席で勉強していると、窓口や図書コーナー
の利用者の声などが気になります。サンライブ
の閲覧室のように壁を作って囲ってほしい。

A

▋提言の方法
　提言は右記および市ホー
ムページ（「市長の部屋」）か
らお寄せいただけます。

皆さまの提言箱  市役所（1階情報プラザ）、サンネット、サンライブ、市民病院、
総合体育館、サンアート、おかよし交流センター 

ファクス N76-5021　電子メール　 
〒470-0295　みよし市役所広報情報課宛て（住所記入不要）郵送

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

全ての子育て世帯において新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることから、市独自の施策として
「みよし市子育て世帯臨時特別給付金」の支給を決定し、国制度による所得制限や基準日以降の離婚（離婚
協議中も含む）などにより、支給対象外などであった18歳以下の子どもを養育している、全ての保護者にも
給付金を支給しました。また、基準日を過ぎて出生した新生児についても、市独自の施策として「みよし
市臨時特別出産子育て支援金」を支給しました。

市立６保育園について、今年度秋に導入予
定の保育園ICTシステムと連携して、延長
保育料の納付方法を口座振替に拡大し、ま
た、延長保育料の計算や保育料の確認など
を保護者のスマートフォンを利用してでき
るように検討するなど、利便性を向上させ
ていきます。

新たに壁を設置したり、部屋を増築したり
することはすぐにできないため、カリヨン
ハウス１階の地域活動コラボエリアを学習
スペースとして開放（15：00 ～）することと
しました。どなたでもお気軽にご利用くだ
さい。
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　市では、ごみを減らすための環境行動を表す「3R」－R
リ デ ュ ー ス
educe・R

リ ユ ー ス
euse・R

リ サ イ ク ル
ecycleにR

リ フ ュ ー ズ
efuse

を加えた4R運動を推進しています。普段の生活の中で4Rを意識してごみの減量と資源
化にご協力をお願いします。

　educe【減らす】R
・ 使い捨て製品の使用を控え、　詰め替え

製品を使用する
・耐久性の高いものを購入する

　efuse【断る】R
・ 買い物時にマイバックを持参し、

不要なレジ袋を使用しない
・過剰包装を断る

　ecycle【再資源化する】R
・ リサイクルステーションや資源回収を

利用し資源の分別回収に協力する
・リサイクル製品を積極的に利用する

  4Rでごみを減らしましょう　環境課　☎32-8018　N76-5103

　亡くなられたことに伴う各種手続きをまとめた「おくや
みハンドブック」を作成しました。死亡届のご提出時のほ
か、下記の窓口（開庁・開館時）でもお渡ししますのでご活
用ください。

【配布開始日】
　5月1日（日）

 

 分

手続きが必要な人

主な手続き

担当課 参照
ページ

 
当 済

 役所での手続きチェックリスト

 当する項目に印をつけ、手続きが完了したら"済"の欄にチェック　をしましょう。

年金事務所へ直接お問い合わせください。

国民年金または厚生年金を受給

している

共済年金を受給している

各共済組合へ直接お問い合わせください。

国民健康保険に加入している

または故人が世帯主で、
世帯に国民健康保険加入者がいる

●国民健康保険資格喪失届の提出/

　各種証の返納●葬祭費の支給申請●世帯主変更
●各種証の返納　●葬祭費の支給申請
●資格喪失届の提出／受給者証の返納

●緊急通報装置の撤去・返還
●認知症高齢者等あんしん補償事業

　登録取消申請●認知症高齢者等家族支援サービス

　事業利用廃止申請●家族介護用品支給事業廃止届の提出

●ねたきり老人等手当支給事業資格喪失届の提出

●ひとり暮らし高齢者等登録事業廃止届の提出

●高齢者配食サービス事業利用廃止届の提出

65歳以上

●介護保険料等の支払及び受領に

　関する代表人届の提出
●介護保険被保険者証等の返還

介護認定を受けている
（40～64歳未満の方も含む）

●介護保険料等の支払及び受領に

　関する代表人届の提出
●介護保険被保険者証等の返還

●介護保険認定申請取下書の提出

長寿介護課
6

長寿介護課
6

▼次のいずれかを利用している

緊急通報システム、認知症高齢者等

あんしん補償事業、認知症高齢者等

家族支援サービス事業、家族介護用

品支給事業、ねたきり老人等手当支

給事業、ひとり暮らし高齢者等登録

事業、高齢者配食サービス事業

住民登録

年金

健康保険

高齢者福祉サービス

介護保険

長寿介護課
6

福祉医療費助成を受給している

後期高齢者医療保険に加入している

-
4

-
4

保険年金課
5

保険年金課
5

保険年金課
5

市民課
3

●世帯主変更

世帯主が亡くなり、同世帯員が複数いる

市民課
3

●印鑑登録証(カード)の返納

印鑑登録をしている

市民課
3

返納の手続きは不要です。
大切に保管してください。

マイナンバーカード及び通知カード

を持っている

市民課
3

●住民基本台帳カードの返納

住民基本台帳カードを持っている

-

国民年金に加入している

年金事務所へ直接お問い合わせください。

4

農業者年金を受給している
お近くのJAへ直接お問い合わせください。

-
4

▼次のいずれかを所有している

身体障がい者手帳、療育手帳、精神

障がい者保健福祉手帳
●身体障がい者手帳の返納
●療育手帳の返納●精神障がい者保健福祉手帳の返納

●特別障がい者手当、障がい児福祉手当

　 喪失届の提出●愛知県在宅重度障がい者手当喪失届の提出

●みよし市在宅心身障がい者扶助費喪失届の提出

●特別児童扶養手当(受給者)喪失届の提出

●特別児童扶養手当(対象児童)喪失届の提出

●難病患者等見舞金及び交通費喪失届の提出

●福祉サービス受給者証等の返納

▼次のいずれかを受給している

特別障がい者手当、障がい児福祉

手当、愛知県在宅重度障がい者手当、

みよし市在宅心身障がい者扶助費、

特別児童扶養手当（受給者・対象児

童）、難病患者等見舞金及び交通費、

障がい福祉サービス
自立支援医療受給者証（精神通院）

を持っている

●受給者証返還届の提出

福祉課
7

福祉課
7

福祉課
7

障がい者
福祉
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主な手続き

担当課
当

 分

手続きが必要な人

主な手続き

担当課
当

 分

手続きが必要な人

主な手続き

担当課
済

 分

手続きが必要な人

主な手続き

担当課
済

 分

手続きが必要な人

主な手続き

担当課

 役所での手続きチェックリスト

 当する項目に印をつけ、手続きが完了したら"済"の欄にチェック　をしましょう。

年金事務所へ直接お問い合わせください。

国民年金または厚生年金を受給

している

共済年金を受給している

各共済組合へ直接お問い合わせください。

国民健康保険に加入している

または故人が世帯主で、
世帯に国民健康保険加入者がいる

●国民健康保険資格喪失届の提出/

　各種証の返納●葬祭費の支給申請●世帯主変更
●各種証の返納　●葬祭費の支給申請
●資格喪失届の提出／受給者証の返納

●緊急通報装置の撤去・返還
●認知症高齢者等あんしん補償事業

　登録取消申請●認知症高齢者等家族支援サービス

　事業利用廃止申請●家族介護用品支給事業廃止届の提出

●ねたきり老人等手当支給事業資格喪失届の提出

●ひとり暮らし高齢者等登録事業廃止届の提出

●高齢者配食サービス事業利用廃止届の提出

65歳以上

●介護保険料等の支払及び受領に

　関する代表人届の提出
●介護保険被保険者証等の返還

介護認定を受けている
（40～64歳未満の方も含む）

●介護保険料等の支払及び受領に

　関する代表人届の提出
●介護保険被保険者証等の返還

●介護保険認定申請取下書の提出

長寿介護課
6

長寿介護課
6

長寿介護課
6

長寿介護課
6

▼次のいずれかを利用している

緊急通報システム、認知症高齢者等

あんしん補償事業、認知症高齢者等

家族支援サービス事業、家族介護用

品支給事業、ねたきり老人等手当支

給事業、ひとり暮らし高齢者等登録

事業、高齢者配食サービス事業

住民登録

年金

健康保険

高齢者福祉サービス

介護保険

長寿介護課
6

長寿介護課
6

福祉医療費助成を受給している

後期高齢者医療保険に加入している

-
4

-
4

-
4

保険年金課
5

保険年金課
5

保険年金課
5

保険年金課
5

保険年金課
5

保険年金課
5

市民課
3

市民課
3

●世帯主変更

世帯主が亡くなり、同世帯員が複数いる

市民課
3

●印鑑登録証(カード)の返納

印鑑登録をしている

市民課
3

返納の手続きは不要です。
大切に保管してください。

マイナンバーカード及び通知カード

を持っている

市民課
3

市民課
3

●住民基本台帳カードの返納

住民基本台帳カードを持っている

-

国民年金に加入している

年金事務所へ直接お問い合わせください。

4

農業者年金を受給している
お近くのJAへ直接お問い合わせください。

-
4

-
4

▼次のいずれかを所有している

身体障がい者手帳、療育手帳、精神

障がい者保健福祉手帳
●身体障がい者手帳の返納
●療育手帳の返納●精神障がい者保健福祉手帳の返納

●特別障がい者手当、障がい児福祉手当

　 喪失届の提出●愛知県在宅重度障がい者手当喪失届の提出

●みよし市在宅心身障がい者扶助費喪失届の提出

●特別児童扶養手当(受給者)喪失届の提出

●特別児童扶養手当(対象児童)喪失届の提出

●難病患者等見舞金及び交通費喪失届の提出

●福祉サービス受給者証等の返納

▼次のいずれかを受給している

特別障がい者手当、障がい児福祉

手当、愛知県在宅重度障がい者手当、

みよし市在宅心身障がい者扶助費、

特別児童扶養手当（受給者・対象児

童）、難病患者等見舞金及び交通費、

障がい福祉サービス
自立支援医療受給者証（精神通院）

を持っている

●受給者証返還届の提出

福祉課
7

福祉課
7

福祉課
7

福祉課
7

福祉課
7

福祉課
7

障がい者
福祉
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人口     61,218人（－121人）

男性     31,390人（－64人）

女性     29,828人（－57人）

世帯数  25,104世帯（＋56世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和4（2022）年4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。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限

市県民税（普） 1期 ・全期納期
6月30日

固定資産税・都市計画税 1期 ・全期納期
5月2日

軽自動車税（種別割） 全期 5月31日
し尿汲取り手数料 上期 5月2日

 おくやみハンドブックを  作成しました
　市民課　☎32-8012　N32-8048

 介護支援専門員研修受講料など  助成事業
　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　

対象  市内の介護事業所などに介護支援専門員として就労し、
６か月以上勤務実績のある人

補助次のとおり
① 新規で介護支援専門員になるために必要な受験費用と実

務研修受講費用
② 介護支援専門員証の有効期限が満了している人の再研修

受講費用
申込 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、長寿介護課へ直接

【配布場所】
　市役所１階市民課、
サンネット

ホームページ

　euse【繰り返し使う】R
・リターナブル容器に入った製品を選ぶ
・  フリーマーケットやリサイクル
  ショップを活用する

　市内で就労する介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）の増加を目的に、介護支援専門員試験
の受験費用などを助成します。
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         NEWS 119 尾三消防　尾三消防本部指令課　☎38-5119

　消防車や救急車が必要なときは、遠慮なく
119番へ通報してください。通報時は指令員の指
示に従って、慌てず、落ち着いて、ゆっくりと話
してください。聞いた内容から場所を特定し、必
要な車両を出動させます。

　住民票など手数料の支払いができるキャッシュレス決済
を試験的に行います。

【試行期間】
　5月16日(月)～令和5（2023）年3月31日(金)（予定）

【対象手数料】
　市民課窓口で交付する住民票、戸籍、印鑑証明、税証明
などすべての証明書および課税地籍図の複写など

【対象決済の種類】
●クレジットカード（Visa、Mastercard、銀

ぎんれん

聯）
●電子マネー（iD、交通系IC、楽天Edy、WAON、nanaco）
● QRコード決済（PayPay、d払い、楽天ペイ、メルペイ、

auPAY、ゆうちょPay）
【注意事項】
●現金との併用不可
●ポイントでの支払い不可
●マイナンバーカード再発行の支払い不可
●サンネットでの支払いは現金のみ

　生活での困りごと、ひとりで抱えている悩みなどを精神
保健福祉士などの専門スタッフが相談、サポートします。お
気軽にご連絡ください。
対象  市内在住で義務教育修了後、ひきこもりや精神障がいな

どの悩みを抱えている人やその家族
場所福祉センター北側
時間  10：00～17：00（日・月曜日、年末年始を除く）

  障がい者等サポートセンター「C
シ エ ル

iel B
ブ ル ー
leu」が開所しました

　障がい者等サポートセンター　☎78-3611　N78-3611

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を
管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

火災・救急は119
■119番通報の方法
❶❶固定電話　❷❷携帯電話　　
❸❸ NET119緊急通報システム（聴覚や発話の障がいにより、

音声通報が困難な人を対象）　
※事前登録が必要です。尾三消防本部指令課、インター
ネットで登録申請できます。登録・操作方法などは右記の
QRコードからご確認ください。
❹❹ 緊急通報ファクス（聴覚や発話の障がいにより、音声通報が困難

な人や急に声が出せなくなった時などを対象）　　
※緊急通報ファクス用紙はホームページからダウンロード可能です。
➎➎ 緊急通報システム
※登録については福祉課へお問い合わせください。

登録申請

ホームページ

 住民票など手数料の支払いにおけ  るキャッシュレス決済の試験導入
　市民課　☎32-8012　N32-8048

 自転車乗車用ヘルメット購入費補助  における協力事業所の募集
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　　　　　　  {bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市の自転車乗車用ヘルメット購入費補助制度を
利用し、補助金額分を差し引いた金額でヘルメッ
トを販売していただける事業所を募集します。

【依頼内容】
●補助対象市民であることの確認
●申請書などの記入案内
● 市への報告書および請求書の提出（毎月）

【対象店舗】
　市内に実店舗があり、自転車乗車用ヘルメットを販売し
ている事業所

【応募方法】
　応募用紙（ホームページからダウンロード可）に事業所
名、住所、連絡先を明らかにして防災安全課へファクス、
メール、または直接
※販売時に差し引いた補助金額分は事業所へ支給します。
※協力事業所に認定後、広報みよしおよびホームページに
事業所名を掲載し周知します。

ホームページ
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　最近のいじめは、メールやSNS、ネット掲示板等を用
いたものが多く、遊び感覚で行うものから、巧妙で陰湿
なものまで、さまざまなケースが見られます。いじめら
れる子どもにとって、いじめは深刻な問題であり、不登
校になったり、場合によっては死をも考えたりする心理
状態に陥ります。いじめは取り返しのつかない重大な人
権侵害であるにもかかわらず、ただ、他と違う行動をす
るなど、集団の中の異質なものであるという理由だけで
始まることが少なくありません。考え方や意見の違いを
個性として認める人権意識を身に付けることが重要です。

　厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で
考えることを目的に、毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を児童福祉週間と
定めています。そこで今回は子どもの人権についてご紹介します。

　子どもは発達の過程にありますが、一人の人間とし
て、大人と同じように、自由と権利があります。
　よく、子どもに権利だからといって自由を認めると、
わがままな人間になってしまうという意見を耳にしま
す。しかし、権利は実際に行使されなければ意味があり
ません。子どもは、それぞれが権利を行使していくうえ
で、どんなルールがあるのかを学び、一人の権利主体と
して成長していくことができます。　「子どもだから」「子
どものくせに」と大人が一方的に決めつける前に、子ど
もも一人の人間として認め、子どもの意見をしっかりと

人人 権権 特特 集集 ココ ーー ナナ ーー 市民課　☎32-8012　N32-8048

子どもも、大人と同じ一人の人間です
聴くことが大切です。そのうえで、子どもは大人よりも
権利を侵害されやすい存在であると認識し、子どもの権
利を守る努力が必要です。
本市の取り組み　
　子どもが健やかに成長するため、子どもに関するさま
ざまな悩みを受け付ける「子ども電話相談（☎32-0910）」
を行っています。また、小中学校では「自分の大切さとと
もに他の人の大切さを認めること」を理念とした取り組み
として「いいことみつけ」、「あいさつ運動」、授業の中で
グループでの学び合いなどを行っています。

「いじめ」は社会全体で考えていく問題です
また、いじめを周りで面白がってみたり、はやし立てた
り、見て見ぬふりをしたりする子どもたちも、結果とし
ていじめに加わっていることになります。
本市の取り組み
　いじめを解消するには、いじめは絶対に許すべき問題
ではないという環境を社会全体で醸成していくことも必
要なため、小中学校では、子どもの小さな変化や気にな
る言動などを見逃さないようにし、子どもの心を引き出
すソーシャルスキルトレーニングを実施するなど、いじ
めの防止に努めています。

プラスα

　世界には、貧しさや飢え、紛争などで苦しんでい
る子どもたちがたくさんいます。この条約は、子ど
もの過酷な労働、虐待、人身売買など深刻な問題に
目を向け、子どもにとって何が一番大切かを大人
が考えていこうと、平成元（1989）年に国連総会で
採択されました。日本は平成6（1994）年に批准し、
子どもの人権を守るために「子どもの人権専門委員」
制度を作るなど、子どもの人権を守るために積極的
に取り組んでいます。

　近年、いじめによる重大な事案が増えており、大きな
社会問題となっています。平成25（2013）年には「いじ
め防止対策推進法」が成立し、目的や定義、基本理念が
示されました。さらに平成29（2017）年に文部科学省は

「いじめ防止等のための基本的な方針」を改定し「いじめ
の重大事態の調査に関するガイドライン」を新たに策定
しました。基本方針やガイドラインには、いじめを受け
た被害者を徹底して守り通すことや、被害者側の立場で
適切な調査を進めることなどが具体的に示されました。

「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約） 「いじめの防止等に関する法律」（いじめ防止対策推進法）
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　新型コロナウイルス感染症に関して「家族が病院で働いて
いるなら、しばらく出社は控えて」や「老人介護施設の職員
がうちの前を通らないでほしい」といった医療従事者やエッ
センシャルワーカーへの心ない一言、「ネットで○○君のお
父さんが感染したっていう情報を見たよ。いい迷惑だね」と
いった感染者とその家族への思いやりのなさ、「ワクチンを
接種していないのは君だけだよ、協調性ないよね」といった
コロナワクチンを個々の事情により接種していない人への
無配慮など、このような差別的な発言や偏見が大きな社会
問題となっています。

　ハンセン病は、らい菌による慢性の感染症です。感染力
は非常に弱く、発病しても早期に治療すれば後遺症もなく
治癒します。現在では「ハンセン病問題の解決の促進に関す
る法律」で、ハンセン病の患者であった者などやその家族に
対してハンセン病に関わることを理由に差別することその
他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが定め
られました。

　政府は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」や「肝炎対策基本法」によ
る、人権を尊重した政策を進めています。「よく知らないから」「自分には関係ないから」と距離を置
いてしまったり、病気に対する不安や恐怖から、相手を傷つけるような言動をしてしまったりする
ことのないよう、正しい知識を持つことが、感染症患者などの人権を守ることにつながります。

偏見をなくし、正しい知識を持ちましょう
　
　肝炎は「国内最大級の感染症」と言われており、治療を
行わないまま放置しておくと慢性化し、肝硬変や肝臓が
んへと重症化する疾患です。主に血液を介して感染する
ため、日常生活では感染することはほとんどありません
が、感染経路に対する間違った知識から、肝炎患者等に
対する差別や偏見が存在しています。

　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）による感染症
で、免疫不全によりさまざまな病気が発病した状態をい
います。感染者の血液や体液を介して感染する病気で、
日本では性行為により感染するケースがほとんどです。
エイズに関する正しい知識は普及してきましたが、感染
経路や立場によって、HIV感染者・エイズ患者に対する
偏見はまだ根強く残っています。
　このように、病気に関する正しい知識や情報がないま
まに、感染者や患者が差別されることがないよう、今
後、新型コロナウイルス感染症に関する情報をはじめ感
染症に関する正しい情報の発信に努めていきます。

新型コロナウイルス感染症

プラスα

　シトラスリボンプロジェクトとは、新型コロナウイルス感染症に感染した人や、医療
従事者などへの差別や偏見を防ぐことを目的に、愛媛県の有志がつくったプロジェクト
です。差別や偏見をなくす意識を高め、シトラスリボンの輪を広げるとともに、みんな
が心から暮らしやすいまちを目指しましょう。

みよし市はシトラスリボンプロジェクトに賛同しています

中学生がシトラスリボンを作成、市に寄贈しました

三好中学校特別
支援学級生

南中学校
2年生

【引用：法務省　差別・偏見防止リーフレット、参考：愛知県人権啓発ガイドブック「人権の世紀」へ】

ハンセン病

肝炎

エイズ

11
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　図書館読書啓発事業として、人形劇団むす
び座による0歳から小学校低学年までとその
保護者を対象にした人形劇が開催されまし
た。主人公の猫のミーくんがイチゴを買いに
行く「ミーくんのたのしいおつかい」などを上
演。さまざまな場面転換やそれに合わせた音
楽、巧みな人形の動きなどに子どもたちは
舞台にくぎ付けになっていました。

　みよし市指定文化財である石川家住宅の敷
地を問題を解きながら巡り、歴史的な建築技
術や生活様式について楽しく理解を深めても
らおうと開催されました。参加者は難問に頭
を悩ませながら、友達同士や家族でクイズに
挑戦。友達と参加した女の子は「クイズを通
じて昔のことを知ることができて良かったで
す」と笑顔で話していました。

ホームページ

消費生活講演会
「落語で学ぶ消費トラブル対策」
3月18日（金）サンアート

第5回石川家住宅クイズラリー
3月12日（土）石川家住宅

　高齢者が被害に遭いやすいトラブルや防止
策を落語で楽しく学ぶことを目的に開催され
ました。微

ほほえみてい
笑亭さん太

た
さんがキャッシュカー

ドすり替え詐欺や還付金詐欺などの事例を挙
げ、未然に防ぐための方法やポイントを面白
く分かりやすく講演。受講した男性の一人は
「他人事ではないと思っていたが改めて気を
つけようと思います」と振り返っていました。

図書館へにんぎょうげきを
みにいこう！
3月13日（日）サンライブ

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
外の写真もご覧いただけます。

まちの話題
ダイジェスト



13

　名古屋刑務所仮釈放予定受刑者によるひば
りケ丘公園での社会貢献作業と、受刑者への
新型コロナウイルスワクチン接種の協力に対
して、名古屋刑務所の平

たいら
良敦

あつ し
志所長からみよ

し市へ感謝状が贈呈されました。平良所長は
「再犯防止に向けた施策へのご理解により、
社会貢献作業の実施に多大なる尽力をいただ
きました」と話していました。

　さんさんバスの4月からの新しい路線・ダ
イヤ・デザインでの運行に向け、さんさんバ
スの啓発イベントが行われました。会場には
新デザインの車両が展示され、バス乗車体験
や写真撮影などを実施。市内の小学生92人
の音声を収録した車内アナウンスが初めて披
露され、収録に参加した小学生とその家族は
「上手に話せているね」と喜んでいました。

　あまり雪が降らないこの地域でも雪に触れ
る機会をという思いから、園児の関係者が所
有する土地の雪を運んで雪遊びが行われまし
た。園児たちは雪山を見ると一目散に駆け寄
り、先生と一緒に雪だるまを作ったりそり滑
りをしたりと、思い思いに楽しんでいまし
た。園児の一人は「雪で滑って尻もちをつい
たけど楽しかった」と笑顔で話していました。

さんさんバス路線等再編の
啓発イベント
3月27日（日）イオン三好アイ・モール

名古屋刑務所長感謝状贈呈式
3月25日（金）みよし市役所

雪遊び
3月23日（水）すみれ保育園

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。



広
報
ク
イ
ズ

問題 �市では新型コロナウイルス感染症に感染した人や、医
療従事者などへの差別や偏見を防ぐことを目的とした
「○○リボンプロジェクト」に賛同しています。愛媛県
の有志から始まった、このプロジェクトの名前は何で
しょう。

【応募方法】①答え（例：②）、②郵便番号、③
住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号、⑦今月
のアンケートを必ず記入し、はがき（〒470-
0295�みよし市役所広報情報課宛）、ファク
ス（N76-5021）、メール（{koho@city.aichi-
miyoshi.lg.jp）のいずれかで広報情報課へお送
りください。正解者の中から抽選で10人に
図書カード500円分を贈呈します。
【締め切り】5月6日（金）必着
【4月号の正解】③（応募65通、正解64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】生涯学習講座で、新たに
開講してほしい講座は何ですか？

①レインボー
②カラフル
③シトラス　
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

近
こんどう
藤�澄

す ば る
春くん

初めての誕生日おめでとう
★　すくすく大きくなってね��
〔三好町〕

1 歳

熊
くまざき
﨑�栞

しおり
ちゃん

しおりちゃん2歳おめでと
う！　健やかに笑顔あふれ
る人生を♪　〔明知町〕

2 歳

荒
あらまき
巻�徹

とおる
くん

2歳おめでとう☆　生まれ
てきてくれてありがとう。
大好きだよ♡　〔明知町〕

2 歳

髙
たかはし
橋�凌

り お
央くん

1歳おめでとう♬　毎日笑
って元気いっぱい過ごそう
ね♡　〔潮見〕

1 歳

竹
たけうち
内�怜

れ い ら
羅ちゃん

2歳おめでとう！　いつも
ニコニコで甘えん坊れいら
が大好き！��〔三好町〕

2 歳

5月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

みよしっ子集まれ！

メール

対象 �7月生まれで申し込み時に3歳未満の、過去に掲載実績がない子
申込 5月11日（水）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。

　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。

【ヒント】
今月の人権特集コーナーをよく読んでね！
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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 №24
はぐくみ

　多くの人は「心身ともに健やかな子どもに育ってほしい」と願っています。その想いをつなぎ合わ
せ、共に手を携え協力しながら、家庭、地域、園・学校が総ぐるみで、ふるさとみよしの次代を担
う、みよしっ子を大切に育てていきましょう。

みんなで育てるみんなで育てるみみよよししっっ子子

5月はあいさつ強調月間5月はあいさつ強調月間

～共育・協育を通して～

地域での取組地域での取組家庭での取組家庭での取組

●登下校の見守り
●地域の伝統や文化の継承
●学校支援ボランティア、地域講
　師として学校と連携

●�親子で朝食を食べて1日をスタ
　ート�
●愛情いっぱい、会話もいっぱい
●努力を認め、励ます声かけ

●豊かな人間性や社会性を育む
●大切にされているという安心感
　を与える働きかけ
●個性を尊重し、認める声かけ

共育…家庭、地域、園・学校が手を取り合い「共に子どもたちを育てる」こと、子どもの教育に関
わることを通して「子どもたちだけでなく、大人も共に育つ」ことを意味しています。
協育…家庭、地域、園・学校が「協力して教育・共育を担っていく」ことで、子育てを通して相互
の連携を深めていくことを意味しています。

園・学校での取組園・学校での取組

みよみよししっっ子を子を
みな（共育・協育）でみな（共育・協育）で

大切に育てる大切に育てる

家庭で、学校で、地域社会や職場でも「あいさつ」の輪を広げましょう。　
あいさついっぱいのみよし市で、みよしっ子を大切に育てたいですね。
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 石器時代（家族）
作 者 名　中

なかがわ
川　伸

しんいち
一

受 賞	 1991年グランプリ	
設置箇所　保田ケ池公園
制作意図　石器時代の人間の生活について思いをはせる。同
時に現代の都市生活についても考える。石器時代と現代をつ
なぐものとして家族を提示する。時代を超えて石という素材
が教えてくれることに耳を傾ける空間、そういうものが都市
に必要だと考えた。

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

6月の講座 水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、または直接お申し込みください。

ホームページ

問合企画政策課��☎32-8005��N76-5021

　平成元(1989)年度から15(2003)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。

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

5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

11日(土) 布
ぬの
草
ぞう り
履を作ろう 13：30～15：30 古い布を使って草履を作る。和はさみ・綿の布を持参。先着で３人

18日（土）

苔玉を作ろう 10：00～12：00 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

伊勢型紙の切絵を作ろう 13：00～16：00 小紋柄の型紙を切絵で作る。デザインカッター持参。先着で３人

絵手紙をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。ハガキ・ポケットティッシュ・新聞紙を持参。先着で3人　

19日（日） 刺し子でコースターを作ろう 13：30～15：00 刺し子した布でコースターを作る。裁縫道具持参。先着で３人

25日（土） パステル画をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。色紙、ポケットティッシュ・新聞紙を持参。先着で３人

26日（日） 七夕飾りを作ろう 13：30～15：00 折り紙を使って七夕飾りを作る。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



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、26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

ホームページ

　みよし市では「景観百選」を随時募集しています。詳しくは都市計画課の
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！

おすすめ図書

養
ようろう
老孟

たけ し
司／著

毎日新聞出版　請求記号019.9／ヨ

〈自分〉を知りたい君たちへ　読書の壁

　毎日新聞に掲載された養老孟司さんの書評
を厳選し、まとめた一冊。自然・科学・社会・
人間という四つの視点から50冊以上を紹
介。それぞれの本の読みどころだけでなく、
世界を見る目や考え方など、本を通して伝え
たいメッセージが詰まっています。

一般図書

ここがわたしのねるところ
－せかいの　おやすみなさい－
レベッカ・ボンド／文　まつむらゆりこ／訳

サリー・メイバ―／作画
福音館書店　請求記号E／メイ

　さまざまな国の子どもたちが、ベッド
やしきものの上で気持ち良さそうにまど
ろむ姿。それぞれの国の特徴ある家具や

絵本

図書館読書啓発事業 

　絵本の選び方、読み方、悩みを解決す
るために参加しませんか。
内容 ���絵本を読み解く、読み方技術指導、
意見交換

日時 ���6月30日（木）10：00～12：00
場所 �サンライブ 3 階会議室
対象 �市内在住・在勤で読み聞かせボラン
ティア活動をしている人

定員 �先着で25人　費用 �無料
講師

お ば た

幡章
しょうこ

申込
�元皇学館大学助教の小 子さん �

5月18日（水）9：00以降に、サンラ
イブ 2 階総合案内へ電話、また

は直接

読み聞かせボランティア養成
講座「子どもの育ちと絵本」

三好公園のツツジ
　三好公園ではツツジの花
も楽しむことができます。
白やピンクの鮮やかな花の
色と新緑の緑のコントラス
トが見事です。

ふとんが細かい刺繍でつづられ、温かみのある世界が描かれていま
す。世界中の子どもたちが心地良く安心して眠りにつける世の中で
あってほしいという願いが届きます。　

17

図書館だより

見てよし！
みよしの景観

広報担当職員が取材をする中で見つけた、皆さんに見てほ
しい「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 �広報情報課��☎32-8357��N76-5021
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※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。保健セ
ンター内では、ミルクとお茶以外の飲食は禁止です。他市町村、
または海外から転入された人で、ご不明なことがあれば健康推
進課へお問い合わせください。

6月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969
{kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

▲

教室・相談などの申し込み 8：30～17：15 ホームページ

Exame Infantil de Saúde - Curso

▲

乳幼児健診・教室

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
6月8日（水） 生後7カ月ころ

の子
身体計測、離乳食の話、事故防止
の話、口腔ケアの話 10人 6月1日（水）まで

時 間 は 予 約
時 に ご 案 内
します。

歯 科 健 診
Exame odontológico 6月23日（木） 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16日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
6月20日（月）

令和3（2021）
年5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 6月13日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
7月12日（火）

令和2（2020）
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 12人 7月5日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

6月30日（木）
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 6月23日（木）まで

健診名 日　程 備　考
3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

6月14日（火）

● 健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届かなかった人はご連絡くだ
さい。

● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただし、
指定日前への変更はできません。

● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。

6月28日（火）

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

6月8日（水）
6月10日（金）
6月22日（水）

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

6月1日（水）
6月15日（水）

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

6月6日・13日・20日・27
日の月曜日
受付 9：00～15：00

29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
6月21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

6月27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

6月6日（月） 
受付 9：00～14：00 5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。

▲

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
※要予約

妊婦
母子健康手帳、妊産
婦乳児健康診査受診
票の交付・説明

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。

各日8人
交付希望日
の前日まで
に電話また
はメール

パ
パ
マ
マ
教
室

前期（マタニティ）
コース
1ªsessão（maternidade）

7月8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

10組 7月1日（金）
まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

6月11日（土）
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

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具、バスタオル

各4組 6月3日（金）
まで
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救急医療施設の連絡先
■6月の休日救急外科（昼間当直…受付9：00～16：30）■休日・夜間の救急医療施設

※電話で確認してからお越しください。
●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・8月15日・年末年始のみ
                   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

5日（日） 家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

12日（日）山元整形外科皮膚科
豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

19日（日）
山之手痛みと内科の
クリニック
豊田市丸山町8-25

☎0565-27-6581

26日（日）
豊田東リハビリテーション
病院
豊田市野見山町3-88-26

☎0565-89-7700

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

ホームページ

　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4(2022)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5(2023)年3月31日現在）の年齢です。医療機関

検診名 日　時 対　象 費　用
子宮頸

けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero
8月10日（水）、9月10日（土）、
28日（水）、10月27日（木）、
11月24日（木）、12月1日（木）
受付8：50～11：10
10月6日（木）
受付8：50～11：10、12：50～
15：10

（全ての実施日の予約が可能）

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）

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）

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。

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月下旬に個別に郵送します。検診を受診す
る際には、必ず無料クーポン券をお持ちください。

令和4(2022)年4月20日現在、市に住民
登録があり、右記の条件を満たす人

●子宮頸がん検診

20歳（平成13(2001)年4月2日～平成14(2002)年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：令和4(2022)年4月1日

●乳がん検診
40歳（昭和56(1981)年4月2日～昭和57(1982)年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：令和4(2022)年4月1日

※上記の年齢の人で令和4(2022)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。

対象

＜子宮頸がん検診について＞
●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、避妊リングが入っ
ている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。

＜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。

6月29日（水）
9：00～
受け付け開始

予約  (一社)半田市医師会健康管理センター「がん検診予約係」（☎0569-27-7890）へ電話
平日9：00～17：00、土曜日9：00～12：00、8月15日のみ9：00～12：00（日曜日・祝日を除く）

※今年度より予約方法が変更となっていますので、ご注意ください。



20 広報みよし　2022年 5月号

■�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
市民課��☎32-8012  N32-8048

　相談は無料で相談内容の秘密は固く
守られます。
　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
税に関する悩みや困りごとの相談

日時 �6月3日（金）13：30～16：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �6人
申込 �5月16日（月）～30日（月）に市民
課へ電話、または直接

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 ��令和５（2023）年2月28日（火）まで
の宿泊分について、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。
※他の助成券との併用はできません。
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5（2023）年2月17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

マイナンバーカード休日窓口の
開設
市民課  ☎32-8012��N32-8048
　平日に手続きができない人や窓口の
混雑緩和のため、マイナンバーカード
に関係する手続きについて、休日窓口
を開設します。
期間 �毎月第2日曜日9：00～12：00（受
け付けは11：50まで）

場所 �市役所1階市民課
※転入・転居・転出などの住民異動事務
や、住民票など各種証明書の交付な
どは受け付けできません。各種証明書

は、サンネットで交付することができ
ます。

防災行政無線などを用いた
伝達訓練を実施します
防災安全課  ☎32-8046 N76-5702
　自然災害や武力攻撃など、皆さんの
安全に関わる情報をいち早くお届けす
るために整備された、全国瞬時警報
システム（J

ジェイ

アラート）の伝達訓練が全
国一斉に行われます。それに伴い市
内56カ所の防災行政無線や防災ラジ
オ、登録型の情報配信サービス「みよ
し安心ネット」を用いて情報伝達を行
います。
日時 �5月18日（水）11：00ごろ
※全国的な気象状況などにより、訓練
を予告なく中止する場合があります。

特設人権相談
市民課　☎32-8012��N32-8048
　全国人権擁護委員連合会は、人権擁
護委員法が施行された6月1日を「人権
擁護委員の日」と定めています。市で
は特設人権相談所を開設し、女性・子
ども・高齢者をめぐる人権の問題や近
隣とのトラブルなどの相談に人権擁護
委員が応じます。
日時 �6月1日(水)9：00～12：00
場所 �市役所2階202会議室
費用 �無料　申込 �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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　市役所などを名乗り「医療費の払い戻しがある」などと

がらATMの画面操作をしている人を見かけた際は詐
欺被害防止のため、お声がけをお願いします。

ATM周辺での通話はご遠慮ください

ホームページ

言ってATMを操作させ、現金を振り込ませる
手口が多発しています。携帯電話で通話しな
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第28回三好いいじゃんまつり
踊りグループの参加募集
観光協会　産業課内 
☎34-6000  N34-4189

　「じゃんだらりん」と「J
ジャスト
UST�R

ロ ー リ ン
OLLIN'」

の軽快なリズムにのって、思い切り踊
って楽しみませんか。同僚、友達を誘
って夏の思い出を作りましょう。
日時 �8月20日（土）17：00～21：00（予定）
場所 �三好稲荷閣周辺道路
対象 �18人以上（進行責任者1人、踊り手
15人、給水係1人、安全（感染症対
策を行う）係１人）で構成するグル
ープ

※初参加グループ（初めていいじゃん踊
りを踊る人が8割以上のグループ）は、
7月12日（火）の事前審査会への出席が
必要です。
※上記に満たないグループでも参加で
きますが、いくつか制限があります。

定員 �先着で2,000人（予定）
申込 �5月9日（月）～6月6日（月）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、観光協会へ
直接

がんばる地域応援補助金
協働推進課��
☎32-8025  N76-5702
　地域が抱える問題の解決を目的に、
行政区や市民活動団体が自主的に行う
新規の公益活動を支援する「がんばる
地域応援補助金」を、団体の皆さんに
交付しています。
　補助金の交付には事前審査に基づく
事業採択が必要です。令和5（2023）年
度に実施する事業に補助金交付を希望
する団体を募集します。
対象 �①市民活動団体（行政区などの同
意不要）、②行政区、地区コミュ
ニティ推進協議会、市民活動団体
（行政区などの同意が必要）

補助 ��消耗品費、印刷製本費、郵送料、
委託料などの経費について①1事
業につき1年度当たり上限10万
円、②1事業につき1年度当たり
上限30万円

※同一の事業を複数年継続して実施す
る場合は、3年間が限度です。
申込 �10月3日（月）～31日（月）に申込書
および資料（ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、
協働推進課へ直接

※事前に事業内容について相談させて
いただくため、協働推進課へご連絡く
ださい。

広報みよしの製本
広報情報課 ☎32-8357��N76-5021

　令和3（2021）年度に発行された広報
みよしを記念に製本して、1冊にまと
めてみませんか。
費用 �1冊1,000円（税・送料込み。振り
込み手数料が別途必要）

申込 �6月30日（木）までに令和3（2021）
年度の広報みよし（令和3（2021）
年4月号～令和4（2022）年3月号）
をまとめて、広報情報課へ直接

ホームページ

　緑と花のセンターには、気軽に野菜づくりなどがで
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、自然と触れ合い、
農作物を作る喜びを体験しませんか。
期間 �利用開始月～令和5（2023）年3月31日　
場所 �さんさんの郷
費用 �1区画25㎡（5ｍ×5ｍ）につき、市内在住・在勤の
人は8,000円（年額）、それ以外の人は10,000円
（年額）

※開始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

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

●�農具（数量限定）を無料で貸し出ししています。
●��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）、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。

ふれあい農園 おすすめポイント！

ホームページ
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お知らせ
流域モニタリング一斉調査
参加者募集
環境課  ☎32-8018��N76-5103　
　県内全域で流域モニタリング一斉調
査を行います。
内容 �身近な水辺で「水のきれいさ」「生
態系」「水辺の様子」を調べ、調査
票（申し込み後配布）を提出

期間 �6月5日（日）～9月末
対象 �どなたでも可（小学生以下は保護

者同伴）
申込 �8月3日（水）までに環境課へ電話、
または直接

自動車税種別割の納付
豊田加茂県税事務所 
☎0565-32-7483
　5月31日（火）は、自動車税種別割の
納期限です。4月1日現在で自動車をお
持ちの人を対象に、5月2日（月）に県
税事務所から納税通知書を発送しま
す。お近くの県税事務所、金融機関、
コンビニエンスストアなどで納付して

ください。パソコンやスマートフォン
などを利用したインターネットバンキ
ングやクレジットカード（別途、決済
手数料が必要）、スマートフォン決済
アプリ（PayPay、LINE�Pay、PayB）で
も納付できます。なお名義変更や廃車
などの手続きを他の人に依頼した自動
車の納税通知書が届いた場合は、それ
らの手続きが３月末日までに行われて
いないことが考えられますので、依頼
先にご確認ください。転居などにより
納税通知書が届かないときは、管轄の
県税事務所に連絡してください。

※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。

    5 日
金

   1
    5

2022

　　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。

ホームページ

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
以内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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業技術総合研究所よりみよし市域を含
む５万分の１地質図幅「豊田」が刊行さ
れ、私たちの住む土地がいつ頃、どの
ようにして出来上がったのかこれまで
以上に詳しく知ることができるように
なりました。
　今回の展示会では、これらの発掘や
地質の最新の調査成果を分かりやすく
展示・解説します。この機会にぜひご
覧ください。
日時 �4月29日（祝）～6月26日（日）9：00
～16：30（休館日は毎週月曜日）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

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。
お誘い合わせて、ぜひお越しください。
日時 �5月14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

第1回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　ピーマン・ミニトマト・ナスの土づく

りや苗の植付け、育て方などを学びま
せんか。
日時 �5月14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、農園利用者
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �5月4日（祝）～10日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

豊田高専の体験講座
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828 �
N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp

　高専生とオリジナルの万華鏡作りと
田植え体験をしませんか。　
日時��5月22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年生～6年生
定員 �抽選で12人　費用 �500円
申込 �5月15日（日）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

催し・講座
母子家庭等
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコン講習や介護職員初任者研修
の講習会を実施します。詳しくは愛知
県母子・父子福祉センターのホームペ
ージをご覧ください。
対象 �県内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父および寡婦の人で全日程出
席できる人

申込 �5月6日（金）～27日（金）に受講申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

春季企画展　大地を探れ！　
みよしの遺跡・地質調査最前線
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150

　市内では毎年発掘調査が行われ、
地域の歴史を知るための貴重な遺跡や
土器などが新たに発見されています。
　今年1月には、国立研究開発法人産
　　有料広告

ホームページ

ホームページ

  29日［金・祝］　　6 26日［日］　令和  年  29日［金・祝］　　6 26日［日］　  29日［金・祝］　　6 26日［日］　  29日［金・祝］　　6 26日［日］　令和  年令和  年令和  年

みよし市立歴史民俗資料館

 よしの遺跡・地質調査最前線

 ぐ

大地を探

春季企画展

 師器釡（打越出 ）

メタセコイアの化石

（豊田市郷 資料館所蔵）

後援：産総研地質調査総合センター

出典：5万分の1地質図幅「豊田」
（産総研地質調査総合センター）

陶製井戸枠

出 状況

（福谷）

                交通のご案内〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈

公共交通機関でお越しの場合

地下鉄鶴舞線「赤池」駅下車

名鉄バス豊田市行き ・・・・・・・・・・・・・・・・

名鉄三河線「豊田市」駅下車

名鉄バス赤池駅行き ・・・・・・・・・・・・・・・・

名鉄豊田線「三好ヶ丘」駅下車

さんさんバス（いいじゃんライン）「29中部小学校」下車、徒歩3分

●

●

●

「三好」バス停下車、徒歩3分

「三好」バス停下車、徒歩3分

お車でお越しの場合（無料駐車場あり）

東名高速道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 「東名三好」I.C.から約10分

〒 70-022   愛知県みよし市三好町陣取山  -1

TEL 0561-3 -5000     FAX 0561-3 -5150

 川家住宅

  部
小学校

入場無料

 

 開館時間］ 9：00～16：30　 休館日］ 月曜日



24 広報みよし　2022年 5月号

催し・講座
春の文化展
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�

　文化協会各部会の活動の成果を発表
します。数々の素晴らしい作品や演技
をぜひご覧ください。

【展示作品発表】
内容 �絵画、彫刻、陶芸、書道、写真、華
道など

日時 �5月26日(木)～29日（日）10：00
～17：00（最終日は15：00まで）

場所 �サンアートレセプションホール、
研修室

費用 �無料
【芸能発表】

内容 �舞踊、民謡、筝、太鼓、ヘルマン
ハープ、三好音頭など

日時 �5月28日(土）10：00～15：20
場所 �サンアート大ホール　費用 �無料

加
か と う

藤登
と き こ

紀子スペシャルコンサー
トWith中

なかがわ
川翔

しょうこ
子

～時には昔の話を～
サンアート  ☎32-2000  N32-3232
　ジブリ映画「紅の豚」の主題歌を歌う
加藤登紀子さん、あらゆる世代に大人
気の今をときめく中川翔子さんとのコ
ラボコンサートです。
日時 �9月4日（日）17：00開演（16：00開場）
場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定席6,800円
申込 �6月4日（土）10：00から発売開始
※プレイガイドなどでの販売もありま
す。
問合 �サンアートおよび創

そうげい

芸へ電話（☎
0561-76-7231）

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229　N38-6222
　特大松ぼっくりを使ってクリスマス
ツリーを作ります。
日時  5月19日(木)13：30～15：30
場所  尾三衛生組合エコサイクルプラザ
2階体験学習教室

対象  みよし市・日進市・東郷町在住
定員  抽選で10人　費用  500円
託児  あり
申込  5月8日(日)までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

石川家住宅出張コンサート
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　石川家住宅でサンアートの出張コン
サートを行います。落ち着いたたたず
まいの古民家で1970年代の懐かしい
曲のバンド演奏をお楽しみください。
日時 �5月14日（土）13：30開演
場所 �石川家住宅奥座敷
出演 �三

さんしゅう

州かまどグループ
対象  どなたでも可　定員  40人程度
費用 �無料　

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。
皆さんのお越しをお待ちしています。

日時 �5月19日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①弦楽アンサンブル（永

な が た

田真
ま り こ

理子と
アンサンブルひまわり）、②アンサ
ンブル（日進室内管弦楽団アンサン
ブル）、③ピアノソロ（夏

なつ め

目佳
よ し こ

子）
費用 �無料

第1回市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　素敵な庭を見ながら、ゆっくりと一
服のお茶をお楽しみください。
日時 �5月22日(日）10：00～15：00
場所 �石川家住宅
席主 �裏千家��白

しらいし

石ますみ（宗
そうえき

益）さん
費用 �茶券代（一服）当日券500円、前売
り券400円、年間券（4回分）1,200
円

※前売り券は、5月21日（土）17：00まで
文化協会で販売します。

健康・福祉
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
　皆さんの参加をお待ちしています。
内容 �①三好丘緑地を巡る約4.4㎞の浮
き雲桟橋コース、②さんさんの郷
から細口公園付近を巡る約5.1km
のさんさんの郷コースをヘルスパ
ートナーと一緒に歩く

日時 �①5月25日（水）9：30～11：30、
②6月3日（金）9：30～12：00（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �①おかよし交流センター駐車場、
②さんさんの郷第3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。

※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。
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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 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �5月27日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �家族を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接

小さなことでも継続させることが
何より大切です
市民病院　
☎33-3300 
N33-3308
　糖尿病は、それまでの生活習慣が元
になって引き起こされる病気です。長
い年月を経てのことなので、血糖値は
もちろん、腎機能、膵機能、あるいは
蛋白尿、高血圧など、その人の身体を
総合的にきちんと見つめて、治療を

行っています。大切にしているのは、
本人の生活背景を正確に知ること。高
齢の夫婦暮らしなのか、働き世代の
場合はどんな仕事環境なのかなど詳し
くお聞きします。自己管理が何より大
切な病気ですから、患者さんの生活を
考慮しなければ、どんな目標を立てて
も実現できません。小さなことでも生
活に合わせ、継続的にコントロールで
きるよう、また自分の病気の状況を正
しく把握していただくことにも力を注
ぎ、患者さんとともに歩んでいく診療
を心掛けています。

　▲二
ふたくち
口祥

さち こ
子医師

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（28日は「琴の
音色を味わう」を開催。詳
細は下記参照）

5月8日（日）・18日（水）・
28日（土）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

5月26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
や看護師などによる相談

5月12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

5月24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

5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。

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「琴の音色を味わう」を開催します
おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878
　日本の伝統楽器、琴の音色を感じてみませんか。
日時 �5月28日（土）14：30頃～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �中

なかしま

島淑
と し こ

子さん　費用無料
申込 �不要。当日、会場へ直接

認知症カフェオレンジ茶房で「介護予防体操と初夏の健康管理の講習会」を開催します
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501
　楽しみながら頭と体を動かしてみませんか。夏に向けて健康管理のミニ講習もあります。
日時 �5月24日（火）10：00～11：00　場所 �サンライブ講座室兼音楽室1・2　対象 �どなたでも可
費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接
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健康・福祉
脳ドックを
受診しましょう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　脳血管疾患などの脳の病気は、生活
習慣病が大きく関わっており、自覚症
状がないまま進行するため、症状が出
たときには緊急性も高くなり重症化し
やすいことが特徴です。脳血管疾患な
どの早期発見を目的として、この機会
に脳ドックを受診しましょう。
日時 �7月1日（金）～令和5（2023）年1月
31日（火）

場所 �①いしい外科三好クリニック、②
みよし市民病院

対象 �市内在住の40歳～74歳（昭和23
（1948）年4月1日～昭和58（1983）
年3月31日生まれ）で下記の受診要
件のいずれにも該当しない人

●�職場などで脳ドック検査の受診機会が
ある、または受診費用の助成がある
● �平成29（2017）年度～令和3（2021）
年度に市の脳ドックを受診した
● 手術などで体内に金属や機器の埋め
込みをした（人工関節・ペースメー
カーなど）
● 妊娠、またはその可能性がある
● 現在、脳血管疾患で治療中または既
往歴がある、もしくは頭痛などの症
状がある
※心臓人工弁や手術などでクリップし
た人は、主治医の確認が必要な場合が
あります。事前確認できないときは、
受診できない場合があります。
費用 �7,000円
定員 �①抽選で50人、②抽選で100人
申込 �5月19日（木）～27日（金）までに申
込書（健康推進課で配布、ホーム
ページからダウンロード可）に必
要事項を記入し、健康推進課へ郵
送（必着）、または直接

※申込書をダウンロードできず、自宅
への郵送を希望する人は、健康推進課

へ電話してください。

日本赤十字社 活動資金の募集
日赤みよし市地区　福祉課内
☎32-8010　N34-3388
　日本赤十字社では、会員の皆さんか
らいただく会費と一般寄付金を合わせ
た「活動資金」をもとに、国内外で多発
する紛争や災害に対し、さまざまな活
動をしています。
　日赤みよし市地区では、各行政区の
ご協力の下、活動資金の募集を行って
います。今年度も赤十字活動にご理解
いただき活動資金の募集にご協力くだ
さい。
期間 �5月31日（火）まで

避難行動要支援者名簿
への登録
福祉課
☎32-8010  N34-3388
　災害が発生したときに、自分の力や
家族の介助だけでは避難することが難
しい人の名簿を作成し、災害時には地
域の皆さんの力をお借りして、迅速な
避難を支援できる仕組みづくりをして
います。
対象 �次のいずれかに該当する人で名簿
に未登録の人（自宅で生活してい
る人に限る）

①�身体障がい者手帳を持っている（肢
体不自由の障がい1～3級、または
視覚・聴覚障がい1、2級）
②療育手帳を持っている（A判定）
③�介護保険の要介護認定を受けている
（要介護3～5）
④難病患者で自ら避難することが困難
⑤上記以外で名簿への登録を希望する
申込 �登録同意書（福祉課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、福祉課へ郵送
または直接

市民病院の新任医師紹介
市民病院　☎33-3300　N33-3308
　市民病院の小児科医として吉

よ し だ

田智
と も や

也

医師が、総合診療科医として稲
いなぐま

熊里
り か

香
医師が着任され、4月1日付けで吉田
医師は小児科部長に、稲熊医師は総合
診療科専攻医に就任しましたので紹介
します。
【吉田智也医師】
　名古屋市立大学医
学部附属東部医療セ
ンターなどの勤務を
経て本年4月に着任
いたしました。地域のお子さんの健
康・発達のサポートに努めてまいりま
す。どんな小さな困りごとでもぜひご
相談ください。よろしくお願いいたし
ます。
【稲熊里香医師】
　名古屋記念病院で
の研修を終え、今年
４月から勤務させて
いただくこととなり
ました。地域の皆様に寄り添った診療
を心掛けてまいります。よろしくお願
いいたします。

8020運動の達成者募集
豊田加茂歯科医師会
☎0565-35-8020　N0565-34-3394

　80歳になっても自分の歯を20本以
上保つ8020運動の達成者を表彰し、
記念品を贈呈します。
対象 �昭和18（1943）年3月31日以前の
生まれ（令和5（2023）年3月31日時
点で80歳）で、自分の歯が20本以
上残っている人（過去に8020表彰
をされた人を除く）

申込 �5月31日（火）までに豊田加茂歯科
医師会会員の歯科医院へ直接

※証明の健診（無料）を受けていただき
ます。

※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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子育て
親子ビクス
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
　親子で体を動かす気持ちよさを味
わってみませんか。
日時  5月31日（火）10：00～11：00
場所  打越保育園遊戯室
対象  1歳以上の歩くことができる未就園
児とその保護者

定員  抽選で15組　費用  1人15円　

申込  5月17日（火）～24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

ファミリー・サポート・センター
の入会説明会・講習会
ファミリーサポートセンター  子育て
総合支援センター内  ☎・N34-2228
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。
　依頼会員・援助会員になるための入

会説明と講習会を開催します。
内容  入会説明、講義「子どもの事故予
防について」「心肺蘇生法につい
て」（依頼会員は入会説明のみ）

日時  6月17日（金）9：30～12：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  依頼会員…市内在住・在勤・在学で
生後2カ月～小学6年生までの子
どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な人

申込  5月21日（土）（日・月曜日を除く）ま
での9：00～16：30にファミリー・
サポート・センターへ電話、または
直接

期間 �7月21日（木）～8月31日（水）（土･日曜日、8月13日（土）
～15日（月）を除く）8：00～18：00。就労証明書などで
必要性が認められた場合のみ7：30～8：00、18：00～
19：00の利用も可

対象 �昼間、就労などにより家庭に保護者のいない、市内在学
の小学生

費用 �7月…4,100円（月額）、8月…8,000円（月額）
申込 �5月9日(月)～27日(金)に申込用紙（子育て支援課、各児
童クラブ(14：15～19：00)で配布）に必要事項を記入
し、就労証明書を添えて、子育て支援課、または各児童
クラブへ直接

※入所には優先基準があります。子育て支援課または各児童
クラブで配布する「放課後児童クラブご案内」をご確認ください。
※募集人数は、通年児童の受け入れにより変動があります。
※中部、北部、天王児童クラブの募集はありません。

　市では、放課後児童クラブの運営を民間事業者
に委託しています。放課後児童クラブで働きたい人
は、右記事業者にお問い合わせください。

詳しくは、各児童クラブへご連絡ください。

子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

児童クラブ名 場所 募集人数

南部児童クラブ 南部小学校 5人

三吉児童クラブ 三吉児童クラブ 5人

三好丘児童クラブ 三好丘小学校 10人

緑丘児童クラブ 緑丘小学校 10人

黒笹児童クラブ 黒笹小学校 10人

南部児童クラブ
夏季教室 南部小学校 40人

緑丘児童クラブ
夏季教室 緑丘小学校 40人

児童クラブ名 場所 募集人数 住所 電話番号

キッズクラブ・
クックバラ ベル三好幼稚園 若干名 三好丘4-1-4 ☎36-8699

キッズクラブ・
クックバラみよし キッズハウスみよし 若干名 三好丘1-11-5 ☎36-3131

エジソンハウス 桃山幼稚園 20人 西陣取山26-1 ☎32-4443

夏休み期間の放課後児童クラブ入所受け付け

夏休み期間の放課後児童クラブの
支援員募集

公立放課後児童クラブ公立放課後児童クラブ

民間放課後児童クラブ民間放課後児童クラブ

勤務 �小学校の夏休み期間内（7月21日（木）～8月31日（水））で
10日以上、7：30～19：00の間で6時間程度

※勤務日数については相談に応じます。
申込 �シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社名古屋営
業所へ電話（☎052-979-2610）
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子育て
親子リトミック
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  6月2日（木）10：00～11：00
場所  黒笹保育園遊戯室
対象  1歳半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  5月19日（木）～26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

児童手当制度の一部改正
子育て支援課  
☎32-8034  N34-4379　
　令和4（2022）年6月から児童手当制
度の一部が変わります。

【改正点1】
　現況届の提出が原則不要となります。
これまで児童手当・特例給付受給者の全
ての人に現況届の提出をお願いしてい
ましたが、6月以降は次の人を除き現
況届の提出が不要です。
●現況届の提出が必要な人
　次のいずれかに該当する人
①�配偶者からの暴力などにより、住民
票の住所と異なる市区町村で児童手
当を受給している
②支給要件児童の戸籍がない
③�離婚協議中で配偶者と別居している
④�その他、みよし市から提出の案内が
あった
※該当する人は、6月から随時現況届
を送付します。
※現況届の省略に伴い、氏名変更や住
所変更、加入年金の種類変更、離婚・
再婚など、家庭状況が変わった場合は
届出が必要です。

【改正点2】
　特例給付に所得上限限度額が設けら
れます。令和4（2022）年10月支給分
から、受給者の所得が所得上限限度額
以上の場合、児童手当などは支給され

ません。
※所得上限限度額については、ホーム
ページをご覧ください。
※児童手当などが支給されなくなった
後に受給者の所得が所得上限限度額を
下回った場合、改めて認定請求書の提
出などが必要となります。

就学相談会
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和5（2023）年度以降に小学校へ就
学するお子さんとその保護者を対象に
した就学相談会を実施します。子育て
や小学校の就学に関する悩みについて、
専門の相談員などが無料で相談に応じ
ます。お気軽にご相談ください。
日時 �6月3日（金）・6日(月)・8日（水）・9
日（木）9：00～12：00、13：00～
17：00

場所 �学びの森相談室
申込 �5月9日（月）以降に学びの森へ電
話（☎33-5010）（要予約）

乳幼児の緊急手当ておよび
救急救命
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
内容  消防署員による乳幼児に起きやす
い身近な事故やけがの対処方法、
応急処置、救急救命などについて
の講義

日時  5月30日（月）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  未就園児とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  5月16日（月）～23日（月）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

スポーツ
チャレンジデー2022
スポーツ課　
☎32-8027 N34-6030
　チャレンジデーは、日常的なスポー

ツの習慣化や住民の健康増進、地域の
活性化に向けたきっかけづくりを目的
とした住民総参加型のスポーツイベン
トです。毎年5月の最終水曜日に人口
規模がほぼ同じ自治体で、15分以上継
続して運動やスポーツを行った人の「参
加率(％)」を競い合います。対戦に敗れ
た場合は勝った自治体の旗を庁舎のポ
ールに1週間掲揚して健闘を称えると
いうユニークなルールのイベント。今
年の対戦相手は島根県雲

うんなん
南市です。

日時 �5月25日（水）0：00～21：00
場所 �市内のどこでも可
対象 �どなたでも可
種目 �①散歩・ウォーキング、②ランニ
ング・ジョギング、③ヨガ・体操、
④筋力トレーニング、⑤サイクリ
ングなど、どんな運動でも可

報告 ��当日21：30までに実施した運動
の内容と参加人数を以下の方法で
報告

●電話（報告専用）
　☎0561-34-3831
●ファクス
　N0561-34-6030
●報告システム
�　右のQRコードから
●参加報告書
　市役所、三好公園総合体育館、きた
よし地区公園管理事務所、サンネッ
ト、おかよし交流センター、明越会館
に「参加報告回収ボックス」を設置
※参加報告をしていただいた人の中か
ら抽選で島根県雲南市の特産品が当た
ります。抽選結果は発送をもって代え
させていただきます。

【チャレンジデー2022　in i
アイ

-M
モ ー ル

ALL】
　誰でも気軽に楽しめるレクリエーショ
ンスポーツで体を動かしましょう。
日時 ���5月25日（水）第1部11：00～12：
　　00、第2部14：00～15：00
場所 �イオン三好アイ・モール1階セント
ラルコート

種目 �①カローリング、②ボッチャ、③
ラダーゲッター、④ディスゲッター、
⑤わなげ

※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。

報告システム

ホームページ
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　　有料広告

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 �5月6日・20日・27日、6月3日・10
日・24日の金曜日19：00～20：30

※7月～令和5（2023）年3月も、月3回
開催予定です。
場所 �南中学校体育館　対象 �中学生以上
定員  先着で5人　費用  7,200円
※別途年会費（保険料含む）中学生1,800
円、高校生以上4,000円が必要です。
初めての人は、1回無料で体験できます。
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00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電話、メール、
または直接

短期バレトンdeダイエット講座
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 �5月19日、6月2日・16日・30日の
木曜日11：30～12：30

※7月～令和5（2023）年3月は月に2
回程度開催予定です。
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   会員…1回700円、チケット（5回
分）3,000円、非会員…1回800円、
チケット（５回分）3,500円

※初めての人は、1回500円で体験でき
ます。
持物  ヨガマット
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電話、メー
ル、または直接

採　用
社会福祉協議会臨時職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
職種 �ホームヘルパー
勤務 �希望する曜日、時間帯（要相談）
賃金 �時給1,202円～1,254円（その他手
当などあり）

対象 �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

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

伝言板
ほめて育てる　理論と実践
　子どものほめ方のポイントと注意点

を分かりやすく教わります。
日時 �5月11日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �名古屋市西部地域療育センター所
長の宮

みやち
地泰

たい し
士さん

定員 �先着で50人　費用  500円
対象 �どなたでも可
申込 ��前日までに氏名、連絡先を記入し
てみよし市こころと地域研究会の
端
はしたに
谷毅

たけし
さんへファクス（N33-5381）、

　　またはメール（{hashitani.clinic@
　　�gmail.com）

週末型ゆる森　
青空の下でのんびり
お絵描き
　親子で広い芝生でお絵描きしたり、
自然の中でゆったり過ごしませんか。
日時 �5月28日（土）10：30～12：30
場所 �三好丘緑地
対象 �0歳～5歳児とその保護者（きょう
だいの参加も可）

定員8組程度　費用 �1組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（{2021tentoumushi

���������@gmail.com）

守ろう憲法9条・市民トーク集会
内容 �名古屋法律事務所の兼

かねまつ
松洋

よう こ
子弁護

士の基調講演と参加者によるトー
ク集会

日時 �5月14日（土）13：30～15：30
場所 �サンアート研修室　費用  無料
問合 �みよし9条の会の加

かと う
藤憲
さとる
さんへ電

話（☎080-6903-5361）

ホームページ
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6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 10日（金）13：30～16：30 市役所3階301会議室 不要
法律相談 10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 21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 不要 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 不要 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

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

平日9：00～17：30 おかよし地域包括支援センター
（カリヨンハウス内） ☎33-4177

成年後見相談 ①平日9：00～17：00、 ②7日（火）14：
00～16：00

①成年後見支援センター（くら
し・はたらく相談センター内）、
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☎33-5020

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 2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 8日・22日の水曜日13：00～15：30 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）

平日9：00～17：00（火曜日を除く） 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 6日・20日の月曜日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 14日（火）9：00～、10：00～、11：00～
28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 14日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 8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 新型コロナウイルスの感染状況によ

り、変更がありますので電話でお問
い合わせください。

不要
☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査

骨髄バンクドナー登録 必要
精神科医による相談 23日（木）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

  

※�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。

市内の外国人住民数：2,251人　市人口に占める割合：3.7%（令和4(2022)年4月1日現在）

記
後
集

編

  

Setor de Suporte à Criação de Filhos
☎0561-32-8034  N0561-34-4379
A partir de junho de 2022, o Sistema do Auxilio 
Infantil(Ajuda do Leite)sofrerá uma mudança 
parcial.
▶Mudança (1)＝ A princípio, será desnecessário 
apresentar a renovação anual do auxílio.
※Quem se enquadra em algum desses itens 
receberá da prefeitura uma notificação por volta do 
começo de Junho.
※Devido à esta mudança, alterações tais como: 
mudança de nome ou endereço, mudança do tipo 
de pensão que contribui, mudança de estado civil 
(divórcio ou novo casamento), e outras mudanças 
na situação familiar deverão ser notificadas à parte.
▶Mudança (2)＝ A partir do pagamento referente 
ao mês de outubro de 2022, se a renda liquida do 
beneficiário ultrapassar o limite estabelecido, a Ajuda
do leite não será paga. (Será desqualificado e 
perderá o direito de receber)
※Para saber mais detalhes sobre o valor máximo 
(limite) de renda liquida estabelecido, veja o site 
oficial da prefeitura.
※Se depois de perder o direito de receber a Ajuda 

（日本語の記事は28ページ参照）

児
じ ど う て あ て せ い ど

童手当制度の一
いちぶかいせい

部改正
Mudança Parcial no Sistema do Auxilio 
Infantil

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

Child Rearing Support Section
☎0561-32-8034  N0561-34-4379
From June of 2022, part of the Child Allowance 
System will change. 
▶Revision (1)＝ In principle, it will no longer be 
necessary to submit an application. 
※In the beginning of June, the City will send the 
current application to those required to submit it.
※Application is not necessary for all others, but 
any changes to name or address, type of pension 
fund, divorce or remarriage, etc., or household 
circumstances must be submitted.
▶Revision (2)＝ For payments from October 
2022, recipients with an income exceeding the 
upper limit will not receive a payment. (Recipient 
will lose eligibility for payment)
※Please check the home page for upper limit 
income amounts. 
※After losing eligibility for child allowance, 
etc., if a recipient’s income then falls below the 
upper limit, it will be necessary to re-submit 
such documents as the Request for Authorization 
document.

Partial Revision of Child Allowance 
System

　5年間在籍した広報情報課を去
ることになりました。1番の思い
出は広報紙をリニューアルし「届
くのが楽しみになった」とお声を
いただいたことです。今後も広報
みよしをお楽しみください。（陽）

do Leite, o valor da renda liquida do beneficiário 
for abaixo do limite estabelecido, será necessário 
apresentar um novo pedido de aprovação.

　今回の異動により広報情報課を
離れることになりました。皆さま
からたくさんのお声をいただき励
みになりました。この経験を新天
地でも生かしてまいります。本当
にありがとうございました。（珠）

　今回の人事異動で、広報情報課
を離れることになりました。取材
先でお会いした皆さまとの出会い
は良い思い出となりました。取材
にご協力いただいた皆さま、本当
にありがとうございました。（高）
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●日時　7月30日（土）　開場16：45　開演17：30（予定）
●場所　サンアート大ホール　●主催　ホーメックスグループ共同企業体
●費用　全席指定席　SS 席 9,900 円、S 席 8,500 円、A 席 8,000 円、B 席 7,000 円
●申込　先行販売日：5月29日（日）9：30 ～、一般販売日：5月31日（火）10：00 ～
※プレイガイドなどでの販売もあります。

サンアート　☎32-2000　N32-3232

ロボット・イン・ロボット・イン・
　　ザ・ガーデン　　ザ・ガーデン

劇団四季ミュージカル劇団四季ミュージカル

撮影　阿
あ べ

部章
あきひと

仁

サンアート

リニューアル記念

　サンアートのリニューアルを記念して、劇団四季のミュージカル公演を行います。今年度
からの初公演作品です。この機会にぜひ、最高峰のミュージカルを堪能してみませんか。

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

●コミュニティFM
　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8：09）
みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）
市長ホットライン 5月2日（月）、6月6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

市政情報番組
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