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スプリングスプリントカヌー
競技大会が3年ぶりに三好池
カヌー競技場で開催され、全
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笑顔あふれる子どもたちから元気はつらつのシニアの

皆さんまで、みよし市の「今」をお届けする15分間の

ニュース番組。平成6（1994）年12月に放送開始し、現在28

年目の長寿番組となりました。番組の構成は、市内の出来事

をいち早くお届けする「ニュース」、市政情報やイベントを詳

しく紹介する「みよし散歩道」、広報みよしの記事の中から特

に伝えたい内容を取り上げて紹介する「Pick Up! Hot Line」

の3つのコーナーに分かれています。今回の特集では、この

「みよしTODAY」がどのように皆さんの元へ届けられている

か、制作の裏側に密着します。

もっと、みよしを好きになる。
市政情報番組「みよしTODAY」
▶市政情報番組「みよしTODAY」とは

広報情報課　☎32-8357　N76-5021

▲ひまわりくん

収録スタジオのセットには、みよし市文化協会の皆さんの作品を月替わりで展示しています。5月は写真部会の作品収録スタジオのセットには、みよし市文化協会の皆さんの作品を月替わりで展示しています。5月は写真部会の作品
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番組制作は、現地で撮影・取材をするとこ
ろから始まります。市民の皆さんの生き

生きとした表情を撮影します。また、皆さんの
生の声を届けるため、インタビューさせていた
だく際は、ぜひご協力をお願いします。皆さん
のテレビデビューは「みよしTODAY」で。

番組案内番組案内
毎週月曜日～金曜日
初回放送 19:00～19:15
※初回放送以降、翌日まで再放送を
行います。
さんさんチャンネル（CATV123ch）
ひまわり12（地デジ12ch）

▲取材用4Kカメラ

月曜キャスター

荒
あ ら い

井 美
み く

玖さん

火曜キャスター

笠
か さ い

井 ゆかりさん

水曜キャスター

森
もり

 有
ゆ う は

菜さん

金曜キャスター

橋
はしぐち

口 侑
ゆ か

佳さん

木曜キャスター

共
と も だ

田 佑
ゆ い

衣さん

わたしたちが、みよしの今を
元気に発信します！！

パソコン（http://www.himawari.co.jp/
miyoshitoday/）やスマートフォン（QR
コード）からも、放送日の翌平日のお
昼から番組をお楽しみいただけます。

▲巨大ビジョンカーが
撮影現場に現れるかも !?

▶「みよしTODAY」ができるまで
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自分の住む街にオリジナルの
番組があることを、誇りに

思っていただけるような番組づく
りを目指しています。市の取り組
みはもちろん、地域のイベントや
学校・保育園の行事など、ここで
暮らす皆さんの生活を丁寧に紹介
していきます。これからも皆さん
にとって、毎日の活力になるよう
な番組づくりを続けていきます。▲番組キャスター

　笠
か さ い

井ゆかりさん
▲番組制作スタッフ
　中

な か の
野由

ゆ か こ
佳子さん

この番組には日替わりで５人
のキャスターがいて、それ

ぞれ個性があります。ただ情報を
伝えるだけではなく、番組を見て
くれた人に親しみや共感を届けら
れるよう常に考えて収録していま
す。この番組に長く携わっている
ので、みよし市にはとても親近感
を持っています。よく収録後にみ
よし市内で食事をします。

▲出来上がってきたニュース台本の原稿に、誤字や間
違った表現などが無いかチェックをします。

▲収録開始。スタジオを包む空気がピリッと変わりま
す。決められた時間配分にぴったり合うように、
キャスターが完璧に読み上げます。

▲収録はキャスター・ディレクター・編集担当の3人で
行い、同時に番組の編集も始めます。より良いもの
に仕上げるため、場合によっては撮り直すことも。

▶１日密着取材。 「みよしTODAY」制作の裏側

制作現場の声

▲「みよしTODAY」は、ひまわりネットワーク株式会社本社（豊田市
若
わかくさ

草町3-32-8）の3階スタジオフロアで制作されています。
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▲当日流すニュースの映像を編集したり、テロップを
打ち込んだりして、収録の準備を進めます。

▲番組ディレクターと本日のキャスターで何度も読み
合わせて、時間配分を確認します。

完  

成

▶１日密着取材。 「みよしTODAY」制作の裏側

▲放送開始。皆さんの元へ番組が届きます。

テレビの画面に自分や家族、友人が映ったらワクワク
しませんか？　もっと、みよしを好きになる市政情報
番組「みよしTODAY」をぜひご覧ください。

からのお知らせ

▶番組についてのお問い合わせはこちら
ひまわりショップみよし店（三好町夕田18-8）
営業時間 10:00 ～ 19:00
定休日    火・水曜日、年末年始
電話番号 ☎ 0120-210-114

▶その他みよし市に関する番組
●みよしHOIKU（6月4日（土）～）
●三好いいじゃんまつり中継（8月20日（土））
●災害発生時の緊急放送

▲ひまわりショップみよし店

5



　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3（2021）年度下半期（令和4（2022）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

342億3,658万円
322億2,180万円

342億3,658万円
268億3,194万円

収入率（94.1%）

市税

繰入金

国庫支出金

繰越金

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（78.4％）

  令和3（2021）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 44億6,854万円 43億8,105万円 98.0％ 42億8,288万円 95.8％
介護保険特別会計 28億2,932万円 27億234万円 95.5％ 24億3,731万円 86.1％
後期高齢者医療特別会計 7億3,190万円 6億9,369万円 94.8％ 6億7,466万円 92.2％

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 30億8,625万円 31億7,860万円 103.0％
事業費用 32億3,866万円 28億8,097万円 89.0％
資本的収入 4億6,361万円 4億4,875万円 96.8％
資本的支出 5億3,229万円 5億1,564万円 96.9％

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 17億9,154万円 17億6,155万円 98.3％
事業費用 18億3,735万円 17億3,006万円 94.2％
資本的収入 7億778万円 5億1,993万円 73.5％
資本的支出 9億1,642万円 8億692万円 88.1％

一般会計 55億143万円
下水道事業会計 52億8,367万円
病院事業会計 16億9,955万円

土地 350万1,038㎡
建物 22万1,490㎡
有価証券 1億2,522万円

一般会計基金 186億4,833万円
特別会計基金 8億8,781万円

民生費

教育費

総務費

衛生費

土木費

消防費

公債費

141億7,860万円141億7,860万円
143億7,502万円(101.4%）143億7,502万円(101.4%）

97億7,314万円97億7,314万円
8686億億5,718万円(88.6%）5,718万円(88.6%）

40億2,479万円40億2,479万円
28億2,522万円(70.2%）28億2,522万円(70.2%）

12億5,655万円12億5,655万円
  9億2,570万円（73.7%）  9億2,570万円（73.7%）

34億7,988万円34億7,988万円
18億7,472万円(53.9%）18億7,472万円(53.9%）

15億6,000万円15億6,000万円
15億5,177万円（99.5%）15億5,177万円（99.5%）

9億6,032万円9億6,032万円
8億6,096万円(89.7%）8億6,096万円(89.7%）

6億8,098万円6億8,098万円
7億1,350万円（104.8%）7億1,350万円（104.8%）

8億3,135万円8億3,135万円
8億2,835万円(99.6%）8億2,835万円(99.6%）

1010 10104040 40407070 70702020 20205050 50508080 80801401403030 30306060 60609090 9090 100100150150
億円億円 億円億円

00 00

14億286万円14億286万円
11億5,988万円(82.7%）11億5,988万円(82.7%）

81億2,157万円81億2,157万円
55億5,617万円(68.4%）55億5,617万円(68.4%）

56億4,267万円56億4,267万円
50億6,946万円(89.8%）50億6,946万円(89.8%）

51億8,937万円51億8,937万円
51億8,937万円（100.0%）51億8,937万円（100.0%）

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

県支出金

50億2,8550億2,855万円
45億6,445万円（90.8%）45億6,445万円（90.8%）

330億1,998万円
330億1,998万円（100.0%）

33億2,255万円33億2,255万円
18億8,201万円（56.6%）18億8,201万円（56.6%）
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  防災行政無線などを用いた全国一斉伝達訓練
  防災安全課　☎32-8046　N76-5702　

　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15
日（水）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

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15日（水）　10：00

  パブリックコメント  みよし市非核平和都市宣言　
  総務課　☎32-8000　N32-2165　{soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市では、戦争の惨禍を二度と繰り返すことのない社会と人類の恒久平和の実現を目指し、平成22
（2010）年に「平和都市」宣言を行いました。現在、世界では核兵器が大きな脅威と不安をもたらす一
方で、日本では本年8月に戦後77年が経過し、戦争を知らない世代が増え戦争の悲惨さなどが風化
されつつあります。そのような中、市では、より強い想いで核兵器の廃絶と平和の大切さについて考
え、行動する必要があるとの認識から、今回新たに「非核平和都市」を宣言することとしました。その
案がまとまりましたので、皆さんにお知らせし意見の募集を行います。

【その他】
　詳しい内容は、左記期間にみよし情報プラ
ザ（市役所1階）、サンネット（カリヨンハウ
ス2階）、市ホームページでご覧ください。

ホームページ

【意見の提出方法】
　任意の様式に住所、氏名、電話番号、計画に対する意見
を明記して、6月1日（水）～6月30日（木）に総務課へ郵送、
ファクス、メール、または直接
※口頭および電話での受け付けは行いません。
※意見に対する個別の回答は行いません。

  20歳の集い実行委員の募集　
　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　令和5（2023）年1月8日(日)に開催する20歳の集い実行
委員を募集します。
対象  平成14（2002）年4月2日～平成15（2003）年4月1日

に生まれた市内在住の人で実行委員会（4～5回程）と
20歳の集いに出席できる人

定員  16人
申込  6月14日（火）までに教育行政課へ電話、または直接

人口     61,275人（＋57人）

男性     31,443人（＋53人）

女性     29,832人（＋4人）

世帯数  25,182世帯（＋78世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和4（2022）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。

（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
6月30日

固定資産税・都市計画税 2期 8月1日
国民健康保険税（普）

1期 8月1日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）
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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

みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5301）
☎0561-32-8357　N0561-76-5021

  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

　後期高齢者医療制度では保険料率を2年ごとに見直すこととしており、令和４（2022）・５（2023）年度の保
険料率および保険料賦課限度額が改定されました。改定内容は下表のとおりです。被保険者の皆さんにはご
理解とご協力をお願いします。なお、令和４（2022）年度の保険料の決定通知書は7月中旬に送付します。

●保険料率

●保険料限度額

●均等割額の軽減割合

均等割額 48,765円 49,398円

所得割率 9.64％ 9.57％

年間保険料
賦課限度額 64万円 66万円

保険料の計算方法

年間保険料額＝所得割額＋均等割額

※１…給与所得（給与収入が55万円を超える）または、公的
年金などにかかる所得を有する人（前年の12月31日現在65
歳未満で当該公的年金などの収入金額が60万円を超える、
前年の12月31日現在65歳以上で当該公的年金などの収入
金額が125万円を超える）をいいます。
※収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

世帯主および世帯の被保険者全員の前年の所得合計額 軽減割合 軽減後の均等割額

43万円以下の世帯
（世帯主と世帯の被保険者に給与所得者等※１が2人以上いる場合…
43万円＋〔10万円×（給与所得者等の人数－1）〕以下の世帯）

7割 14,819円／年

43万円＋（28.5万円×世帯の被保険者数）以下の世帯
（世帯主と世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合…
43万円＋〔28.5万円×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）　　　　

5割 24,699円／年

43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）以下の世帯
（世帯主と世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合…
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 39,518円／年

ホームページ

令和2（2020）・3（2021）年度 令和4（2022）・5（2023）年度

令和３（2021）年度まで 令和4（2022）年度から

※軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控
除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
※前年の12月31日現在65歳以上の人の公的年金所得は、
通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
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　地方自治の発展や公共事業の推進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、日

ひ お き

置孝
たかひこ

彦さんが受章しました。日置さん
は平成7（1995）年4月から6期24年の長きにわたり議会議員を務
められました。議員就任中、三好町議会では総務協働委員会委員
長、文教厚生委員会委員長、経済建設委員会委員長などを、みよし
市議会では副議長、総務協働委員会委員長などを歴任。行政サー
ビスの利便性を考え、市民情報サービスセンターサンネットやみよ
し情報プラザ、市民活動サポートセンターなどの開所・開設、乳児
医療費助成対象の拡大など市民の健康・福祉の拡充に尽力するなど、
本市の発展に大きく貢献されました。

  旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章受章報告会　秘書課　☎32-8032　N34-6008

　将来にわたり持続可能な国民健康保険制度とするため、市は国民健康保険税を財源として、県に国民健
康保険事業費納付金を納めます。この財源の確保を図るため国民健康保険税の税率・税額などを改正しま
す。併せて国の基準に基づき、未就学児に係る均等割の減額、課税限度額も改正します。改正内容は下表
のとおりです。加入者の皆さんには、ご理解とご協力をお願いします。なお、令和4（2022）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。

●税率・税額（金額）・課税限度額

※〔　〕内は前年度の数字です。

区分 計算方法 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 （加入者の前年中所得ー43万円）×税率 6.14％
〔6.02％〕

1.71％
〔1.53％〕

1.61％
〔1.38％〕

均等割額に係る金額 加入者の人数×金額 25,500円
〔24,800円〕

8,700円
〔8,400円〕

9,700円
〔8,900円〕

平等割額に係る金額
（1世帯当たり） 1世帯当たりの金額 20,000円

〔20,400円〕
5,100円

〔4,800円〕
5,000円

〔4,700円〕

課税限度額 65万円
〔63万円〕

20万円
〔19万円〕

17万円
〔17万円〕

●未就学児に係る均等割の減額

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

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

　未就学児につき算定した均等割額の２分の１を減額します。
　未就学児とは… 6歳に達する日以後最初の3月31日を迎える前

の被保険者。令和４（2022）年度は、平成28
（2016）年4月2日以降に生まれた人が対象。

ホームページ

国民健康保険の届け出を忘れずに
国民健康保険に加入または脱退の際は必ず届け出が必要です。
保険が変わった際には、保険年金課で手続きしてください。

　国民健康保険
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　国が設置している男女共同参画推進本部では、毎年6月23日から29日までの1週間
を男女共同参画週間として、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を
深めることを目指しています。そこで今回は女性の人権についてご紹介します。

　性別による役割分担の考えに基づいた「男は仕事、女は
家庭」という意識が残っていませんか。男女の役割を固定
的にとらえる意識が、家庭や職場などにおいてさまざまな
男女差別を生む原因となっています。日本国憲法では、男
女の同権・平等を定めており、国際連合憲章や世界人権宣
言など、国際文書のなかにも男女平等はうたわれていま
す。働く女性は増えていますが、日本の女性の年齢階級別
労働力率の推移は、下図のように結婚や出産を機に退職
し、子育てが一段落してから再就職するというＭ字型を示
しています。このことからも、仕事と家事・育児の両立が
いまだに難しいため、結果的に女性の社会進出が妨げられ
ていることがわかります。誰もが個性と能力を生かし、自

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

女性の人権女性の人権

「女は家庭」と決めつけていませんか
分らしく生きていける社会にするためには、女性も男性
も責任を持ち、お互いを良いパートナーとして認め、本
人の意思を尊重し合うことが大切です。

15～19歳 20～24歳 25～29歳 40～44歳
0.0

30～34歳 45～49歳 65歳以上60～64歳55～59歳50～54歳35～39歳

10.0

30.0

40.0

60.0

50.0

20.0

70.0

80.0

90.0

100.0％

　皆さんに男女共同参画について考える機会を提供する
ため次の事業を実施しています。
● 男女共同参画を推進する市民活動団体のネットワーク

づくりを支援する「男女共同参画交流ネット事業」
● 女性も男性も、家事・育児などの家庭や仕事、地域社

会に自然に参加するきっかけをつくるための「ステッ
プアップセミナー・スキルアップ講座」

● 「男女共同参画川柳・標語募集事業」

本市の取り組み

令和2（2020）年

令和元（2019）年

平成22（2010）年

資料：総務省「労働力調査」

職場において差別待遇を受けること
セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

「婦人」「未亡人」「家内」のように女性だけに用いられる言葉が使われること
アダルトビデオなどへの出演強要

売春・買春
男女の固定的な役割分担意識に基づく差別的取り扱いを受けること

ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力）

特にない・分からない

資料：内閣府「人権擁護に関する世論調査」
（平成29（2017）年10月調査（複数回答）

【女性に関し現在、どのような人権問題が起きていると思いますか】

50.5％

19.2％
33.3％
35.6％

42.9％

15.5％

16.9％
10.0％

【女性の年齢階級別労働力率】

0 10 20 30 40 50 60
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　女性に対する暴力が社会問題になっています。暴力は、
たとえ親しい関係でも許されない犯罪です。夫婦の間など
の家庭内暴力は、社会全体の問題として解決していくこと
が求められています。また、ストーカー行為も、相手の生
活の平穏や行動の自由を侵害することになり、心理的な痛
みとして、相手に深い苦しみを与えます。　
　さらに、女性の尊厳を傷つける言葉や行動は、冗談やコ
ミュニケーションという理由で許されるものではなく、女
性を一人の人間として尊重することが大切です。女性が積
極的に社会参加し、安心してのびやかに生きていけるよう、
一人一人が自覚を持ち、環境を整えていきましょう。

　豊かな知識と経験を持つ女性相談員が問題解決の糸口
を一緒に考えるため、女性のさまざまな悩みを受け付け
る「女性の悩みごと相談」を行っています。これにより、女
性が社会参加し、安心してのびやかに
生きていけるよう寄与しています。

暴力は個人の問題ではなく、社会問題です

本市の取り組み

プラスαプラスα

　市では、男女共同参画週間（6月23日（木）～6月29日（水））に合わせて「男女共同参画
川柳・標語募集事業」を実施しています。この事業は、男女共同参画社会について考える
機会を提供するとともに、日頃感じている身の回りの事象や考え方を表現することで、
性別による固定概念や偏見を見直し、男女共同参画の意識の高揚を図ることを目的とし
ています。今年度の募集については、今月号の広報裏表紙をご覧ください。

男女共同参画川柳・標語募集事業

● 女性の悩みごと相談　☎32-9539
　毎週月曜日（祝日、年末年始を除く）
　12：00～16：00

【さまざまな暴力】
●身体的暴力…殴る、蹴る、髪を引っ張るなど
●心理（精神）的暴力…大声で怒鳴る、無視するなど
● 経済的暴力…生活費を渡さない、女性が働き収入を得

ることを妨げるなど
● 性的暴力…性行為を強要する、ポルノ雑誌などを見せ

るなど
● 社会的隔離…外出や友人との付き合いを制限する、電

話やメールを細かくチェックするなど

【市における暴力などに関する相談窓口の認知度】

知っている
46.9％知らない

48.8％

無回答
4.3％

資料：〈みよし市〉平成29（2017）
年度男女共同参画に関するアン
ケート調査

【参考：愛知県人権啓発ガイドブック「人権の世紀」へ】

家事分担　
魔法の言葉　
「ありがとう」

Q－ 今後男女共同参画によってどんな世の中になったらい
いなと思いますか。

Ａ－ 男性だからこれをする、女性だからこれをするというの
ではなく、お互いができることを補い合って、やっても
らったらお互いありがとうという感謝の気持ちを伝え合
えるような社会になったらいいと思います。

令令和３和３（（2021）年度男女共同参画川柳2021）年度男女共同参画川柳
最優秀作品最優秀作品

市内在住　
土
ど い

居將
まさのぶ

伸さんの作品

Q－どのような思いを込めて作品を作りましたか。
Ａ－ 私の妻はよく「ありがとう」と言ってくれる人で、色々

なことをやってもらうにしてもそれが決して当たり前
ではないという意識で、私も妻と同じように「ありが
とう」と言いたいと感謝の気持ちを込めました。
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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

ホームページ
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　あいち豊田農業協同組合から市内小学校
の新1年生へ、学童用傘720本が寄贈されま
した。今

い ま せ
瀬良

よ し え
江教育長が「反射材がついてい

るなど安全で使いやすく、大変重宝していま
す」と感謝を述べると、あいち豊田農業協同
組合の長

ながしまかおる
島薫常務理事は「寄贈を続けて13年

目になりますが、傘を差している児童を見る
と大変うれしく思います」と話しました。

　4月に韓国の高
コ ヤ ン

陽市で開催された2022世
界テコンドープムセ選手権大会で5位に入賞
した太

お お た
田博

ひ ろ こ
子さんが市役所を訪れ、小

おやま 
山祐

たすく
市

長に成績を報告しました。プムセとはテコン
ドーの防御と攻撃の型を1人で広い範囲を動
きながら示す競技。太田さんが「もっとうま
くなって次こそはメダルを獲りたいです」と
話し、小山市長は功績を称えました。

　発生が危惧される南海トラフ地震に備え防
災意識を高めようと、みよし市・豊田市・愛知
県の合同による相談会が開催されました。建
築士への相談会や地震体験車「防サイ君」な
どさまざまな催しがあり、親子連れなどが参
加。防サイ君を体験した女性は「何も考えら
れなく、ただ怖かった。家に帰ったら非常用
品を備えようと思います」と話していました。

住まいの耐震改修相談会
4月16日（土）イオンスタイル豊田

あいち豊田農業協同組合による
学童用傘寄贈
4月5日（火）みよし市役所

2022世界テコンドープムセ
選手権大会出場選手報告会
5月16日（月）みよし市役所



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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　4月から新しく入園した園児を歓迎しよう
と、新入園児歓迎会が行われました。担任の
先生が一人一人園児の名前を呼び好きな遊び
を交えて紹介すると、園児たちは元気よく

「はい」と手を挙げて答えていました。その後
年中・年長園児から歌や折り紙で作ったペン
ダントとチューリップがプレゼントされ、新
入園児はうれしそうに眺めていました。

　3年ぶりにサンアートフェスタが開催され
ました。地元の農産物販売やフリーマーケッ
ト、ゲームコーナーなどが出展され、多くの
人が来場。BMX、スラックラインなどの次
世代スポーツを紹介するブースでは家族連れ
などが体験していました。パルクールのス
テージを観覧した男の子は「僕もあんな風に
高く跳びたい」と目を輝かせていました。

新入園児歓迎会
4月21日（木）城山保育園

サンアートフェスタ
4月24日（日）サンアート

　黒笹小学校の新1年生64人が参加し、交通
安全教室が開催されました。大型トラックの
運転席に座って運転手から自分たちがどのよ
うに見えるのかを確認したり、訓練場に設置
された交差点で横断歩道を渡る練習をしたり
しました。参加した児童の一人は「教えても
らったルールを守って、今日の帰りから気を
つけて歩くよ」と話していました。

交通安全教室
4月22日（金）トラック研修センター
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

紀
きの

 佳
か れ ん

伶ちゃん
笑顔が可愛い佳伶ちゃん♡
１歳の誕生日おめでとう！
大好きだよ♥　〔三好町〕

１歳

小
こ じ ま

嶋 芙
ふ み

実ちゃん
お誕生日おめでとう‼　ニ
コニコ笑顔で元気に育って
ね♪　〔三好町〕

１歳

鈴
す ず き

木 千
ち さ き

咲葵ちゃん
笑顔いっぱいのちさきちゃ
んが大好き♡　元気に大き
くなってね！　〔東蜂ケ池〕

２歳

大
おおがい

谷 旭
あさひ

くん
甘えん坊でかわいい旭くん。
強くて優しい男の子になっ
てね。　〔黒笹町〕

1 歳

水
み ず の

野 琉
る な

捺ちゃん
３歳おめでとう♡　これか
らもお姉ちゃんと仲良く、
沢山遊ぼうね‼　〔三好町〕

３歳

湯
ゆ あ さ

浅 おとちゃん
お誕生日おめでとう☆ お
兄ちゃんと仲良くすくすく
育ってね♡　〔莇生町〕

２歳

6月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

【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】6月7日（火）必着
【5月号の正解】①（応募57通、正解56通）※当選者の
発表は図書カードの発送をもって代えさせていただ
きます。
【今月のアンケート】今月号の特集の感想を教えてく
ださい。

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15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。

メール

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

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

書を郵送し
ます。

 問題 6月23日（木）～29日（水）の男女共同参画週間に
合わせて実施している男女共同参画川柳・標語募集。
令和3（2021）年度の最優秀作品について、●●に入
る言葉を選んでください。

今月の人権特集コーナーをよく読んでね！ヒント

倉
くらばやし

林 慶
けいすけ

輔くん
２歳のお誕生日おめでとう。
パパとママとみんなの宝物
です。　〔三好丘〕

２歳

家事分担　
　魔法の言葉　
　　「●●●●●」

令和3（2021）年度
男女共同参画川柳
最優秀作品

①こんにちは　②おやすみなさい
③ありがとう　④さようなら
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我が家de食育 110
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

～6月は食育月間です～～6月は食育月間です～

　6月は食育月間です。「食」は命の源であり、おいしさや
食事の楽しさを感じながら心も豊かにしてくれる、とて
も大切なものです。今回は、市で行っている食育への取
り組みを紹介します。

◆食育とは・・・◆食育とは・・・
　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。

◆第３次みよし市食育推進計画◆第３次みよし市食育推進計画
　市では、市民の皆さんに食育に取り組んでいただけるよう、令和元(2019)年
度に第3次食育推進計画を策定しました。この計画では第２次計画による取組実
績と評価を踏まえて、令和５(2023)年度までに達成すべき数値目標を掲げてい
ます。「食を通した、人づくり、健康づくり、環境づくり」を基本理念とし、こ
れをもとに3つの基本目標が立てられています。
【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。

食育に関する取り組み
　市や保育園・幼稚園、学校、農業団体、事業所などでは、食育に関するさまざまな活動に取り組んでいます。
令和3(2021）年度に各団体が実施した取り組みの一部を紹介します。

みよしの食育みよしの食育

地産地消料理教室地産地消料理教室
（JA料理クラブさとうの会）（JA料理クラブさとうの会）　市内の公立保育園・小学校・中学校

で提供される給食を作っている給食
センターを見学。いつも食べている
給食がどのように工夫して作られて
いるかを学びました。

　60～70代の女性で活動してお
り、地元の郷土料理や旬の野菜を使
用したオリジナルレシピを地域住民
に伝える活動を行っています。

食育推進計画

レシピカードの作成・配布レシピカードの作成・配布
（みよし市食生活健康推進員会）（みよし市食生活健康推進員会）
　市民の健康づくりを支えるボラン
ティア団体。春・夏版と秋・冬版のレ
シピを作成し、保健センター1階の
紹介コーナーで配布しています。

小学生の給食センター見学小学生の給食センター見学

みよしの食育
ホームページ
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

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

ホームページ

作 品 名� 空・風・記憶…
作 者 名　伊

い ば
庭　靖

や す じ
二

受 賞� 1996年特選�
設置箇所　三好丘桜公園
制作意図　野外における人体彫刻によって、日常の中に埋没
しがちな自然に対する感性と人間の本来的な感情を結び付け
るような接点を見い出すことが出来ればと思います。空間と
時間が溶け合う一瞬をおしつけでなく自然な語りかけで見る
ものに伝わればいいのですが…。　

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。

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

3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

9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

10日（日） アルミ缶で風車を作ろう 13：30～15：30 空になったアルミ缶（350ml)を利用して風車を作る。
アルミ缶・軍手を持参。先着で３人

16日（土） 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

17日（日） 柿渋で型染めをしてみよう 13：30～15：30 布に柿渋で型染模様を描き、小物を作る。先着で３人

23日（土） 筆ペンをはじめよう 13：30～15：30 宛名を筆ペンで書く。筆ペン持参。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

柿渋で型染めをしてみよう
　古来より漆器や家具、傘など日本の暮らしに使われていた天然塗料の柿渋。防水効
果・防腐効果・耐久力強化といった特性を持っています。柿渋を布に刷

は け
毛で塗ったり、

柿渋に布を浸したりして作品を作ります。独特な味わいを生み出す柿渋の世界を楽し
んでみませんか。



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、23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

　　　　　　　　�　　　　　　　　山
やまもと
本幸

ゆきひさ
久／著

　　　　　�　ポプラ社　請求記号913.6／ヤマ

花屋さんが言うことには

　身も心も疲れ果てていた紀久子が深夜の
ファミレスで出会ったのは、駅前で花屋を営
んでいる女性だった。紀久子は、いろとりど
りの花たちと個性豊かな従業員に囲まれた花
屋で働き始め、来店するお客さんの花に込め
たさまざまな事情や想いに触れていく。

一般図書

ひょうたんとかえる
西
さいじょう
條　八

や そ
十／作

殿
とのうち
内　真

ま ほ
帆／絵

すずき出版　請求記号E／トノ

　はす池に、ひょうたんがおっこちて、
ぼっくりこ！　流れていくよ、ぼっくり
ぼっくりぼっくりこ。かえるが、はすの
葉の上で、げっこりこ。かえるがひょう

絵本

三好公園の大木
　三好公園のグラウンドか
ら三好池へと続く斜面にそ
びえ立つ大木。思わず見上
げてしまう大きさです。夏
にはセミの抜け殻が見られ
ることも。散歩やランニン
グの合間に、木陰で一休み
してはいかがでしょうか。

たんにのったら、げっこり、ぼっくり、ぼっくりこ。ひょうたんとか
えるが擬音のリズムにのって、池の中で遊ぶゆかいなお話。

市内在住者向け

みよし電子図書館 
始まっています

　電子図書館は、インターネットを
通じてパソコンやスマートフォン、
タブレットから24時間いつでも電
子書籍が利用できるサービスです。
汚したり破損したりという心配がな
いのはもちろん、返却期限が過ぎた
ら自動的に返却されるので、返し忘
れもなく安心！　音声読み上げなど
の補助機能（対応資料のみ）も利用で
きます。中央図書館の利用者カード
があればご利用いただくことができ
ますので、ぜひご活用ください。

貸出点数　　点まで3
貸出期間　　　日間14

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



18 広報みよし　2022年 6月号

※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
{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
7月13日（水） 生後7カ月ころ

の子
身体計測、離乳食・事故防止・口腔
ケアの話 10人 7月6日（水）まで

時間は予約時
にご案内しま
す。

歯 科 健 診
Exame odontológico 7月14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 7月7日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
7月25日（月）

令和3（2021）
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15日（金）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

7月29日（金）
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22日（金）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

7月12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26日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

7月13日（水）
7月28日（木）

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

7月6日（水）
7月20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

7月4日・11日・25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
7月26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11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4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）

8月12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

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 8月5日（金）
まで
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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。
●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
3日（日） 名豊病院

豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

10日（日）あさひが丘クリニック
豊田市小川町4-49-2 ☎0565-37-3939

17日（日）三九朗病院
豊田市小坂町7-80 ☎0565-32-0282

18日（祝）
きたまちクリニック
豊田市喜多町3-80　クラウ
ンハイツ2F

☎0565-37-0618

24日（日）つかさ整形外科
豊田市司町5-12 ☎0565-37-3322

31日（日）細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

▲

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。

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（祝日を除く）、8月15日のみ9：00～12：00

※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。

「利用してよかった」利用者の96％が　　　　　　　　　　　 と回答！

で人生100年時代を元気に過ごしましょう！
●いきいき元気度測定とは
　今年度で6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  申し込み時に指定された火曜日または金曜日
9：00～11：00

場所 保健センター　
対象 市内在住の60歳以上　費用無料
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。

「いきいき元気度測定」

●体力測定をしたあとは、健康セミナーで健康維持
　いきいき元気度測定の利用者限定で、健康づくりを継続してい
ただくことを目的とした「健康セミナー」をご案内しています。自
宅での筋トレやトレーニング器具の使い方をお伝えしていますの
で、ぜひご利用ください。
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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。
多くの皆さんの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7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。

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
5(2023)年3月上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、生涯学習推
進課へ直接

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3日(金)～6月30日（木）
※月曜日と6月23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月は少ない晴れ間に自転車や歩行者の交通事故が多発
する傾向があります。また、雨天時には視界や路面状態が
悪くなることでスリップを起こしやすくなります。いつも
以上に速度を落とし、急ハンドル・急ブレーキを避けるな

ど安全運転に心掛けてください。また6月は飲酒運転による重大事故が年
間で最も多い月※です。「飲んだら乗らない」だけでなく、「車に乗る人に
お酒を勧めない」「飲酒運転の車に同乗しない」「お酒を飲んだ人に車を提供
しない」ようにしましょう。
※過去5年間に愛知県内で発生した交通事故などの分析結果より

ホームページ

愛知県教育委員会
義務教育課

    6 水
月

   1
    6

2022

　　有料広告

ホームページ
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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を市ホー
ムページの観光協会会員紹介ペー
ジにリンクを張り、観光協会発行
のガイドブックに名前を掲載（掲
載は7月7日（木）までに加入いただ
いた企業・団体に限る）

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2日（火）～26日（金）13：30～16：
　　30（土・日・月曜日と8月9日（火）～
　　12日（金）を除く）
場所 �市民活動センター1階多目的室、

おかよし交流センター会議室
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

（木)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(木)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

新規就農説明会
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 �地域の農業概要、就農準備、農地

制度の説明、研修制度、先輩就農
者の事例発表など

日時 �6月25日(土)13：30～15：30
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 �20人
申込 �6月17日(金)までに郵便番号、住

所、氏名、年齢、メールアドレス、
ファクス番号、電話番号、就農予
定地を明らかにして、メールまた
はファクス（必着）

あなたの想いをメモリアル花火
と共に咲かせてみませんか
観光協会　産業課内 
☎34-6000  N34-4189

　みよしの夏まつりの最初を飾る三好
池まつり。今年は8月6日(土)に三好
池で開催し、メモリアル花火の打ち上
げを行います。会社の紹介や結婚、出
産、還暦などの記念に、また大切な人
への想いを花火と共にみよしの夜空に
咲かせてみませんか。
　申し込みいただいた皆さんのメッセ
ージを新聞の折り込みチラシに掲載
し、当日は花火の打ち上げに合わせて
会場でアナウンスします。
協賛 4号玉　1玉7,400円
申込�6月17日(金)までに申込用紙(観

光協会(市役所4階産業課内)で配
布)に必要事項を記入し、観光協
会へファクス、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。

ホームページ

　　有料広告
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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！～若者への健康影響につ
いて～」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

し こ う
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。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】該当なし
【譲ってください】
北部小学校体操服（夏服・冬服共に14
0cm、150cm）

【登録方法】
　譲ります、譲ってくださいに分け、
氏名、住所、電話番号、商品名とその

他の情報（品質状態、購入年月日など）
を環境課へ電話または直接

【交渉の流れ】
　①広報みよしで商品名を掲載、②希
望者は6月6日(月)8：30以降に環境課
へ電話、③登録者の氏名、住所、電話
番号を確認し、登録者と直接交渉、④
結果を環境課へ連絡

【注意事項】
①住所、電話番号などを希望者に教え
ることができない人は登録できません
②登録品は広報掲載期間中、登録者の
責任で保管してください
③無料での譲渡が可能なもののみ登録
できます
④登録が不要になったときは必ず環境
課へ連絡してください
※登録期間は3カ月です。

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。
一人で悩まずに、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 �青少年およびその保護者
費用 �無料　
電話 �相談専用ダイヤル（☎34-5874）

下水道の維持管理について
下水道課　☎32-8022  N34-4429
　今年度から下水道の維持管理の一部

を事業者へ委託しました。それによ
り、下水道施設の不具合についての受
付窓口が委託事業者となります。不具
合があった場合は下記までご連絡くだ
さい。夜間や休日も受付対応していま
すが、夜間作業は騒音などで近隣のご
迷惑になることがありますので、翌日
に作業を行うことがあります。また、
留守番電話になってしまった場合はメ
ッセージを残していただけると、折り
返しご連絡いたします。
問合 �豊田下水道管理サービス合同会社

（☎0565-79-5888）

暮らしの便利帳（第２版）を
発行します
企画政策課 　☎32-8005  N76-5021

　令和元(2019)年度にみよし市と株
式会社サイネックスが官民共同事業で
発行した「暮らしの便利帳」の第２版を
制作します。それに伴い、便利帳に掲
載する広告を募集します。
　６月から株式会社サイネックスが市
内各事業所を訪問しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
問合�発行・内容に関すること…企画政

策課へ電話、広告掲載に関するこ
と…株式会社サイネックスへ電話
（☎059-361-1144）

※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

お知らせ
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特設法律相談
市民課  ☎32-8012��N32-8048

　相続、贈与、生活トラブルなどの法
律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
ーク協会会員弁護士などの相談員が応
じます。
日時 �7月1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　定員 �6人
申込 �6月13日（月）～27日（月）に市民課

へ電話、または直接

人権擁護委員の日
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。人
権擁護委員は、市町村長の推薦を受け
法務大臣から委嘱された民間のボラン
ティアで、常に自由人権思想の普及高
揚に努めています。また国民の基本的
人権が侵されることがないよう監視
し、もし侵された場合には、その救済
のため、速やかに適切な処置をとるこ
とをその使命としています。
　みよし市では６人が人権擁護委員と
して活動していますので紹介します。

高齢者交通安全
実践教室
防災安全課��
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　一般社団法人愛知県トラック協会職
員による交通安全講話や視野検査、運
転技能指導などを行います。
日時 �6月24日（金）①10：00～12：00、

②14：00～16：00
場所 �中部トラック総合研修センター
対象 市内在住で65歳以上の人
定員 各回抽選で20人
費用 無料
申込�6月13日(月)までに申込書（防災

安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へファクス、メ
ール、または直接

第2回市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　盛夏の空と青葉の光輝の中、お抹茶
を味わいゆっくりしてみませんか。
日時 �7月10日(日）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 �松尾流　岡

お か だ

田みどり（宗
そうすい

翠）さん
費用 �茶券代（一服）当日券500円、前売

り券400円
※前売り券は、7月9日（土）17：00まで
文化協会で販売します。

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 �6月16日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①アンサンブル(魔法の魂手箱)、

②ライアー堅
たてごと

琴合
がっそう

奏(ラポール)、
③ピアノ演奏(B

ベ ル

el�c
コ ロ ー レ

olore）
費用 �無料

　　有料広告
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催し・講座
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　

【職務経歴書・履歴書作成】
　職務経歴書・履歴書の作成の仕方に
ついて、事例を参考にしながら整理し
てみませんか。
日時 7月19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(水)～7月13日(水)の平日
　　にジョブサポートみよしへ電話、
　　または直接

【面接対策】
　面接時にあなたの良さを伝え、あな
たと一緒に働きたいという印象を与え
る５つのポイントを身に付けます。
日時 8月2日(火)13:30～15：00
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 こ

子さん
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(水)～7月28日(木)の平日
　　にジョブサポートみよしへ電話、
　　または直接

縄文どきめき体験講座～先史時
代の土器･石器をつくろう～
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　数千年前、みよしでは縄文人が生
活していました。彼らは土で作った土
器で煮炊きをし、石で作った道具で狩
りをしていました。当時と同じような
方法で土器や石器を作ることで、彼ら
の生活の一端を体験してみませんか。

【土器作り】
日時 �7月29日（金）①9：30～12：00、②

13：30～16：00
�定員 �抽選で各回10人

【石器作り】
日時 �7月30日（土）①9：30～12：00、

②13：30～16：00
定員 �抽選で各回5人

【共通】
場所 �サンアート研修室
対象 どなたでも可
※小学4年生以下は保護者の同伴が必
要です。
費用 �450円(傷害保険料、材料費)
※当日徴収します。
申込�6月14日(火)～25日(土)（月曜日を

除く）9：30～16：30に参加希望回、
住所、氏名、年齢、電話番号を明
らかにし、資料館へ電話、ファク
ス、メール、または直接

他 �8月17日(水)に南部小学校敷地内
において野焼きを開催予定です。
参加自由。

ドッキー作り・ワークショップ
～古代の土器を食べちゃおう～
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　古代の焼き物の破片を真似て作った
クッキー、それが“ドッキー”です。今
から約1000年前、みよしでは焼き物
作りが盛んでした。そんなみよしの歴
史を、ドッキーを作りながら楽しく学
んでみませんか。
日時 �8月6日（土）①9：30～12：00、②

13：30～16：00
場所 �サンライブ調理実習室
対象 どなたでも可
※小学生以下は保護者の同伴が必要で
す。
定員 抽選で各回10人
費用 �450円(傷害保険料、材料費)
※当日徴収します。
申込�6月14日(火)～25日(土)（月曜日を

除く）9：30～16：30に参加希望回、
住所、氏名、年齢、電話番号を明
らかにし、資料館へ電話、ファク

ス、メール、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。
日時 ��6月11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

健康・福祉
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。令和4(2022)年度分の申請の
受け付けは7月1日（金）からです。
申請 �年金手帳または基礎年金番号通知

書を持参し、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
被保険者離職票を持参してください。

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
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 �6月24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

※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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高齢者の就労的活動支援高齢者の就労的活動支援
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388
　高齢者の社会参加を促し、介護予防
や生きがいづくり支援のために就労な
どを支援する就労的活動支援コーディ
ネーターが、高齢者の就労などに関す
る相談を受け付けます。
場所 �くらし・はたらく相談センター

対象 �就労や地域活動を希望するすべて
の高齢者

へルスパートナーと
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1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名札
申込 �不要。集合場所へ直接
※当日は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。

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（8日は「劇団四季パーカ
ッション奏者によるパフォーマ
ンス」、28日は「健康体操」を開
催。詳細は下記参照）

6月8日（水）・18
日（土）・28日（火）
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

6月23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

6月9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（28日
は「フレイル予防の講習」を開催
します。詳細は下記参照）

6月28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

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。

※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
①劇団四季「ライオンキング」パーカッション奏者と、心踊るパフォーマンスを皆さんと一緒に！
　認知症であることも、介護者であることも忘れてとっておきの時間を楽しもう。
日時 �6月8日（水）14：30～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �パーカッション奏者の美

み さ と
郷さん　費用 無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

②しっかり全身運動、楽しくリズム体操！
　全身運動に加えて、脳を刺激してリフレッシュしましょう。
日時 �6月28日（火）14：00～　場所 �三好丘旭1-4-8　対象 �どなたでも可
出演 �健康運動指導士の冨

とみなり
成祐

ゆうすけ
介さん　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
　「フレイル」は加齢に伴って心身が衰えた状態をいいます。フレイル予防を始めませんか。
日時 �6月28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

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の催し

認知症カフェオレンジ茶房で「フレイル予防講習」を開催します
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しこりができたらお早めに受診
してください
市民病院　☎33-3300　N33-3308
　体にしこりがある
と気になりますよね。
最も多いしこりは背
中やおしりの汗を排
泄する管が詰まって
形成される粉

ふんりゅう

瘤（粥
じゅくしゅ

種、アテローマ）で
す。これはオカラ様物質が充満したカ
プセルが破れ、皮下で炎症性腫

しゅりゅう

瘤（膿
のかたまり）を形成します。かなりの
痛みがあるため、ほとんどの人はこの
状態で受診します。こうなると膿を出
し、周囲と一体化した粉瘤のカプセル
を何回も削りだすしかありません。局
所麻酔も炎症部位には効きにくく、創
は解放のまま自然に肉が盛るのを待つ
ので通院も長くなります。炎症のない
時に全体をカプセルごと切除するのが
最善で、炎症を生じてからよりも圧倒
的に早く解決します。
　切除しないと根治しないため、気に
なる大きさであれば痛くなる前に受診
してください。

長寿お祝い会
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388
　ものまねタレントのコロッケさんに
よるものまねショーを開催します。多
くの皆さんの申し込みをお待ちしてい
ます。
日時 �9月23日（祝）昼の部…14：00、夜

の部…17：30開演（予定）
場所 �サンアート大ホール
対象 �いきいきクラブみよし連合会の会

員でなく、市内在住で昭和32(19
　　57)年12月31日以前の生まれの人
※古

こ き

稀のお祝い招待者、いきいきクラ
ブみよし連合会招待者は別でご案内し
ます。
定員 �昼の部、夜の部共に抽選で各80

人（全席指定）

※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。

※抽選結果は7月22日（金）までに通
知します。
申込 �6月24日(金)までに、長寿介護課

「長寿お祝い会」担当へ往復はがき
を郵送(当日消印有効)。応募は昼
の部または夜の部いずれかに１人1
通まで（1通で2人分まで応募可）。
車いす利用者はその旨を記入。

※全席連席で配席する予定です。

申し込み代表者
の郵便番号

返信

申し込み代表者の
住所・氏名

住所、氏名、生年月日、
電話番号、希望の部
※2人分申し込みの場
合は、2人分記入
※車いす使用の場合
は、その旨を記入

（返信の表）　　　（往信の裏）

（往信の表）　　　（返信の裏）

みよし市役所

長寿介護課
  「長寿お祝い会」担当
　　　　　　       宛て

往信

〒 470-0295

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1日・15日・29日、8月12日・

26日、9月9日・22日、10月7日
の木・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17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

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18日、7月16日、8月20日、

9月17日、10月15日、11月19
日、12月17日、1月21日・28日、
2月18日・25日、3月4日・11日・
18日・25日の土曜日10：00～11：
45

場所 �教育センター学びの森（6月・7月）
おかよし交流センター（8月～1月）、
三好丘小学校（2月・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

親子リズム遊び
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
　多くのご参加をお待ちしています。
日時 6月28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歳半以上の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 �6月14日（火）～21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

健康・福祉

▲秋
あきやま

山　裕
ひ ろ と
人医師

子育て

ホームページ



27

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23日（木）10：00～11：00
場所 打越保育園遊戯室
対象 0歳以上の未就園児とその保護者
定員 抽選で20組　費用 1人15円
申込 �6月9日（木）～16日（木）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29日（水）10：00～10：45、　
　　11：00～11：45（二部制）
場所 莇生保育園遊戯室
対象 �6カ月以上（首がすわっている）の

未就園児とその保護者
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15日（水）～22日（水）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

早期教育相談
学校教育課　☎32-8026��N34-4379
　県教育委員会では令和５(2023)年度
以降に小学校に入学するお子さんとそ
の保護者を対象とした早期教育相談を
行います。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27日(水)、8月1日（月）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歳の未就園児とその保護者
費用 無料
申込 ��7月1日（金）までに学校教育課へ

電話

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。事前に各学校へお
申込みください。

【知的な発達に遅れのあるお子さん】
日時 �7月21日(木)・22日(金)
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7日(木)、9月14日(水）、
②7月6日(水)、10月19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13日(水)、10月25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

子育てママのリフレッシュ教室
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　子育て・家事から離れ、リフレッシ
ュしてみませんか？　全3回の教室で
す。お気軽にご参加ください。

【日時・内容】

6月29日（水）
10：00～11：30

ラベンダースティ
ックづくり

7月19日（火）
10：00～11：30 ペタンク

8月24日（水）
10：00～11：30 しおりづくり

場所 保健センター

対象 未就園児の母親　託児 あり
定員 15人　費用 無料
申込 �6月17日（金）までに健康推進課へ

電話、または直接

保育施設紹介番組
「みよしHOIKU」
子育て支援課  
☎32-8034  N34-4379

内容 �保育施設紹介や令和5(2023)年
度の入園情報、市職員へのQ&A
などの15分番組

日時 ���6月4日（土）～毎週土曜日更新で
土・日11：30～11：45、月～金11：
00～11：15、16：00～16：15

番組 ひまわり12（地デジ12ch）
他 �ひまわりネットワーク公式YouTube

チャンネルでも公開(6月7日～）

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1日（金）8：30～12：00（予備日

は7月8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マッ

チプレー（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（当日受付時に集金）
申込 �6月6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）

ホームページ

スポーツ
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第27回市民カヌー大会
カヌー協会  
三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699
{canoe@hm2.aitai.ne.jp

　皆さんの参加をお待ちしています。
日時 �7月3日（日）9：00～16：00（受け付

けは8：15～）
場所 �三好池カヌー競技場
種目 �①一般の部（スプリント艇）500ｍ
　　K-1・C-1・WK-1・WC-1・200ｍ
　　男女混合ペア、（ポロ艇）300ｍリ
　　レー（100ｍ×3人）、②中学生の
　　部（ポロ艇）200ｍスラローム、③
　　小学生の部（ポロ艇）200ｍスラロ
　　ーム
対象 �市内在住・在勤・在学のカヌー経験

者またはみよし市カヌー協会登録
会員で、①高校生以上、②中学
生、③小学４年生以上

※各部ともエントリー種目を完漕でき
ることが必要です。
費用 �カヌー協会会員500円、会員以

外1,000円（保険料含む）
申込 �6月16日（木）までにエントリー表

（カヌー協会ホームページからダ
ウンロード可）を記入しメール送
信後に、参加費を添えて9:00～
16:30にカヌー協会へ直接（月曜
日を除く）

ショートテニス教室追加募集
なかよしクラブ事務局　
三好中学校内  ☎34-1771
　短くて軽いラケットとよく弾むスポ
ンジボールを使うので、初心者でも楽

※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。

しめます。一度体験してみませんか。
日時 �6月5日・19日、7月24日、8月7

日・21日、9月11日・25日、10月
16日・30日、11月6日・27日、
12月4日・18日、1月15日・22日、
2月5日の日曜日9:30～11:30

場所 �中部小学校体育館
対象 �小学生以上　定員  20人程度
費用 �1回300円。別途年会費中学生以

下1,000円・高校生以上2,000円、
スポーツ保険料（年間）中学生以下
800円・高校生～64歳1,850円・65
歳以上1,200円、1回無料体験可

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、参加費を添えて、なかよ
しクラブへ直接。体験の申し込み
は電話でも可。

フォークスバスケットボール
チームメンバー募集
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

【小学3年生～6年生】
日時 �6月6日・13日・20日・27日、7月4

日・11日・18日・25日の月曜日19:
　　00～21:00
※8月以降も月3～4回程度開催予定
です。
場所 �南中学校体育館
費用  年間7,000円（スポーツ保険料を

含む）、1回無料体験可
持物 �室内用シューズ

【中学生女子】
日時 �6月4日・11日・18日・25日、7月

2日・9日・16日・23日・30日の土
　　曜日19:00～21:30
※8月以降も月3～4回程度開催予定
です。
場所 �南中学校体育館
費用  年間9,000円（スポーツ保険料を

含む）、1回無料体験可
持物 �室内用シューズ
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・

土曜日9：00～12：00に体験希望
日、氏名（ふりがな）、学校名、学
年、電話番号を明らかにして三好
さんさんスポーツクラブへ電話、
メール、または直接

体づくり教室
参加者募集
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内　☎・N34-3621
　遊び・走運動・球技・器械運動などを
効率よく行います。多くの皆さんの申
し込みをお待ちしています。
日時 �7月6日・13日・27日、8月3日・10

日・17日・24日、9月7日・14日・
21日・28日の水曜日、1部17:30
～18:40、2部18:50～20:00

※10月以降も月4回程度開催予定で
す。
場所 �三好公園総合体育館アリーナA
対象 �小学生　定員  先着で各部50人
費用  7月のみ2,000円(割引適用)、8月
　　・9月は8,000円（2カ月ごとに集
　　金）
申込 �上記QRコードより直接

税務職員
名古屋国税局人事第二課試験係
☎052-951-3511
職種 �事務職（税務職員）
対象 �①令和4(2022)年4月1日におい

て高等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算して3
年を経過していない（令和5(2023)
年3月卒業見込みを含む）人、②
人事院が①に掲げる人に準ずると
認める人

試験 �第1次試験…9月4日（日）、第2次
試験…10月12日（水）～21日（金）
のうち、いずれか指定する日

選考 �基礎能力試験・作文試験・個別面接
など

申込 �6月20日（月）～29日（水）に人事院
のホームページから

スポーツ

ホームページ

ホームページ

採　用

　体づくり
ホームページ



29QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

愛知中部水道企業団職員
愛知中部水道企業団総務課
☎38-0036

　令和5(2023)年4月採用予定の職員
を募集します。受験資格など詳しくは
ホームページをご覧ください。
職種 �事務職、技術職（土木・建築・電気・

機械・化学・情報）
定員 �若干名
対象 ��①大卒…平成9(1997)年4月2日

以降に生まれた人で、学校教育法
に基づく大学を卒業後3年以内ま
たは令和5(2023)年3月までに卒
業見込みの人、②短大卒…平成
11(1999)年4月2日以降に生ま
れた人で、学校教育法に基づく短
期大学を卒業後3年以内または令
和5(2023)年3月までに卒業見込
みの人

※ただし、技術職は各学校で専攻した
人に限ります。
試験 �書類選考…6月下旬、第1次試験…

7月10日（日）、第2次試験…8月上
旬（予定）、第3次試験…9月中旬
（予定）

申込 �5月30日（月）～6月10日（金）（必
着）に必要書類を添えて、愛知中
部水道企業団総務課へ郵送（〒
470-0153　東郷町大字和

わ ご う
合字北

きた

　　蚊
か が や
谷212）、または直接（受け付け

　　時間は土・日・祝日を除く8：30～
　　17：15）

週末型ゆる森
　「ロープ遊び、ブランコ遊
び、つなひき!?」親子で自然
の中でゆったり過ごしたり、ロープ遊

びをしたりしませんか。
日時 �6月25日（土）10：30～12：30
場所 �石坂市民農園（打越町石坂18-1）
対象 �未就学児とその保護者（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（{2021tentou

　　mushi@gmail.com）

みよし少年少女合唱団団員募集
　一緒に楽しく歌を歌いませんか。今
年度は「ツバメ」を歌います。「ツバメダ
ンス」も練習します。
日時 �毎週土曜日18：00～
場所�サンライブ3階音楽室
対象 �小学生～高校生　
費用 月額1,000円（見学・体験は無料）
申込 �三

み や け
宅敬

け い こ
子さん（{miyoshibgc@gmail.

com）へメール
問合 �三宅敬子さんへメールまたは電

話（☎090-6597-3366）

日本舞踊無料教室
　日本舞踊に触れてみませんか。和装
の簡単な着付けや日本舞踊の所作を教
えます。
日時 �7・8月の第2・4木曜日18：30～20：

30
場所 �サンライブ3階音楽室1・2
講師 �松

まつかわ
川竜

たつのすけ
之介さん

対象 �どなたでも可
定員先着で20人　費用 �無料
持物 �浴衣一式、足袋　
問合 �宮

みやざき
崎文

ふ み こ
子さんへ電話（☎090-356

　　0-0106）

ソフトバレーメンバー募集
　一緒に大会に出たり、練習に参加
してくれる男女募集！　ブランクあ
り・子ども連れでも大丈夫です。一度
体験にきてください。
日時 �毎週水曜日
場所�近隣の学校体育館
対象 �18歳から40歳までのバレーボー

ル経験者
費用 初回無料、2回目から200円
問合 �吉

よしむら
村浩

ひろのり
憲さんへショートメールま

たは電話（☎080-5104-4343）

マインドフルネスを超えた呼吸
法（真我に出会って！）
　真我とは自然治癒力を最短最速で発
動させ、引き出すことを可能にした治
療法です。この治療法を行うクリニ
ックではうつ病の人を90％回復させ、
再発率は3％以下です。真我療法につ
いてと、自宅でできる呼吸法について
お話します。
日時 �6月8日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �はしたにクリニック院長の端

はしたに
谷毅

たけし

さん
対象 �どなたでも可
定員 �先着で50人　費用  500円
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
端谷毅さんへファクス（N33-5381）、

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

トウモロコシ＆ジャガイモ
収穫体験会参加者募集
　収穫体験の中で野菜を育てる楽しさ
や素晴らしさを知っていただき、「農」
に関心を持っていただけるように活動
しています。採りたて野菜の豊かさを
実感してください。
内容 �トウモロコシ・ジャガイモの収穫

体験（トウモロコシ5本、ジャガイ
モ１株を持ち帰り可）

日時 �6月25日（土）9：00～10：30
場所 �さんさんの郷の隣の農園
対象 �どなたでも可
定員先着で100組　費用 �600円
持物 �軍手、タオル、帽子、小さいスコ

ップ、買い物袋（持ち帰り用）
問合 �6月20日（月）までに加

かとう �
藤憲

さとる
さん

（☎080-6903-5361）、または長
ながお
尾

邦
くにまつ

松さん（☎090-2137-8587）へ
電話

ホームページ

ホームページ

伝言板



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 11日（月）13：30～16：30 市役所2階201会議室 不要
法律相談 8日（金）13：30～16：30 市役所2階201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 19日（火）13：30～16：30 市役所2階201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、②12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 7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 13日・27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 5日（火）・20日（水）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（青
少年およびその保護者） 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 12日（火）9：00～、10：00～、11：00～
26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 12日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 13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 15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

みよし市役所広報情報課 本田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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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：2,269人　市人口に占める割合：3.7%（令和4(2022)年5月1日現在）

記
後
集

編

  （日本語の記事は26ページ参照）

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

▶８年ぶりに広報紙の編集を担当することになり
ました。当時と比べて最大の変化は発行日が月１
回になったことと視力の低下。広報紙を通じて、
市政情報だけでなく皆さんの活動の様子なども積
極的に伝えていきたいと思います。広報の緑色の
腕章を目にしたら気軽にお声掛けください。（橋）

▶4月から広報情報課へ異動してきました。一眼
レフカメラに初挑戦。これから市民の皆さんを照
らし、広報紙をはじめさまざまなメディアを通し
て日本中に情報を届けるために頭と手を動かし続
けます。取材先で皆さんと出会えることを楽しみ
にしていますので、よろしくお願いします。（本）

就
しゅうがくまえ　

学前の子
こ

ども向
む

け日
にほんごきょうしつ

本語教室
Aula de japonês para crianças em idade 
pré-escolar 

Japanese Lessons for Pre-school Children 

da prefeitura) e apresente diretamente no setor de 
escola e educação.

Setor de Escola e Educação
☎0561-32-8026  N0561-34-4379
Serão realizadas aulas para pais e filhos, com o 
objetivo de ajudar as crianças estrangeiras em idade 
pré-escolar a aprender o japonês necessário para a 
vida diária. Por que não aprender japonês de uma 
maneira divertida.
▶Data e horário= 10:00～11:45 dos seguintes 
sábados: 18 de junho, 16 de julho, 20 de agosto, 17 
de setembro, 15 de outubro, 19 de novembro, 17 de 
dezembro, 21 e 28 de janeiro, 18 e 25 de fevereiro 
e dias 4, 11, 18 e 25 de março.
▶Local= Centro Educacional Manabi no Mori
 (junho e julho), Centro de Intercâmbio 
Okayoshi (agosto à janeiro) e na escola primária 
Miyoshigaoka (fevereiro e março).
▶Alvo= Crianças estrangeiras que estejam nas 
classes de 4 e 5 anos e seus pais
▶Vagas= 20 pares (responsável e a criança)
▶Taxa= Gratuíto
▶Inscrição= Preencha os dados necessários no 
formulário de inscrição (disponível nas creches 
municipais, jardins infantis e no setor de escola 

School Education Dept.
☎0561-32-8026  N0561-34-4379
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. 
Why not come and have fun with your child while 
learning Japanese.
▶Date and time= 10:00～11:45 on these Saturdays: 
June 18, July 16, August 20, September 17, October 
15, November 19, December 17, January 21 and 28, 
February 18 and 25, March 4, 11, 18, and 25
▶Location= Education Center Learning Forest 
(June-July),Okayoshi Community Center (August 
-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 at City Hall.
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協働推進課　☎32-8025  N76-5702

川柳・標語
　　大募集

募集期間　6月1日（水）～6月30日（木）
応募資格　 どなたでも可（作品は自作で未発表のもの。1人5点

まで）

応募方法　 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、

みよし市電子申請システム応募フォーム、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

テ
ー
マ 

男
女
共
同
参
画

ホームページ

そ の 他 ・標語は文字数に制限を設けない

・作品の著作権は市に帰属する

・�作品は男女共同参画PR事業に使用し、その場

合は氏名を掲載する

　家庭や地域、職場、学校などで日頃感じている男女共同

参画や多様な性の在り方に関する思いを川柳または標語で

表現してください。入賞者には記念品を贈呈します。

　たくさんの応募をお待ちしています。

　 メール

男女共同参画とは

　「女らしさ」「男らしさ」という固定的な
考えにあてはめてしまうのではなく、一

人一人が持っている個性や能力を十分に

発揮し、さまざまな場面で活躍でき、共

に責任を担うことです。

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 6月6日（月）、7月4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

応募フォーム
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