
今月号の表紙
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2022 in i-MALLが開催され
ました。会場を訪れた親子連
れなどが、スポーツ推進委員
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を動かしていました。
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　「オレオレ」で始まる振り込め詐欺が全国で相次ぎ
発生し始めた頃からおよそ20年が経過した現在、詐
欺の手口は多様化し、主に高齢者を狙った特殊詐欺
の被害は多発傾向にあり、大きな社会問題となって
います。私たちの住む地域も例外ではなく、下のイ
ラストは豊田警察署管内（みよし市、豊田市）で実際

防災安全課　☎32-8046　N76-5702

「自分は大丈夫」と思っていませんか？
特殊詐欺、
特集

にあったエピソード。詐欺は家族への愛情や人の弱
みにつけこんで財産を奪う悪質な犯罪です。「自分
や家族は大丈夫」と油断することなく、被害に遭わ
ないように近年多発している詐欺の手口とその防止
策を一緒に考え、備えておきましょう。
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特殊詐欺とは

　令和3（2021）年の豊田警察署管内での特殊詐欺被
害状況は、被害認知件数は40件（前年比11件増）、被
害総額がおよそ6,700 万円（前年比およそ1,400万円
増）にものぼります。愛知県内でみると、被害認知件
数については千種警察署、守山警察署に次いでワース
ト3位、被害総額については千種警察署に次いでワー
スト2位となっています。
　豊田警察署管内の被害認知件数を詳しく見ると40
件のうち被害額が500万円以上となった高額被害は7
件で全体のおよそ18％にものぼります。令和3（2021）
年上半期には豊田警察署員を装ってキャッシュカード

　面識のない不特定の人に対し電話やメール、はがき
などを使い親族や公共機関職員などを名乗って被害者
を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取っ

特殊詐欺被害状況

たり、医療費や税金の還付金が受け取れるなどと言っ
てATMを操作させて犯人の口座に送金させるなどと
いった犯罪の総称です。

をだまし取る手口が19件、下半期には市役所職員を
装った還付金等詐欺が多発し13件となっています。
また、特殊詐欺被害は高齢者を標的に言葉巧みに金銭
を要求する傾向があり、豊田警察署管内でも被害者の
90％が70歳以上となっています。
　これらのデータは警察に届け出があったもので、
「家族に怒られてしまう」「身近な人に知られたくない」
など、届け出されていなかったり被害に遭ったことに
気付いていないことも。実際にはもっと多くの被害が
あったと考えられます。

キャッシュカード詐欺盗　　
4,710万円（19件）

オレオレ詐欺
1,015万円（3件）

およそ6,700万円
（40件）

還付金等詐欺
762万円（13件）

架空料金請求詐欺
204万円（2件）

預貯金詐欺
10万円（3件）

■�豊田警察署管内の
　特殊詐欺の被害額および件数
※内訳と合計が一致しないのは、
端数処理によるものです。

■被害者の
　男女別割合

愛知県では…
　被害認知件数⇒874件
　被害総額⇒約13億7,049万円

■�被害者の
　年代別割合

80歳代
22件（55％）

70歳代
13件（32.5％）

60歳代
3件（7.5％）

20歳代
1件（2.5％）

90歳代
1件（2.5％）

男性
17件（42.5％）

女性
23件（57.5％）
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主な特殊詐欺の手口と対策

　電話などで親族や会社の上司、警察官、弁護士
などを装い、親族が起こした事件・
事故に対する示談金などを名目に現
金をだまし取る手口

・�電話でお金の話が出たら詐欺を疑い、一旦電話
を切って家族や警察に相談する
・�「携帯電話の番号が変わった」は詐欺を疑い、必
ず従来の番号に自分からかけ直す

オレオレ詐欺 ポイント

　市町村などの自治体職員や、警察官、金融機関
職員などを装い、「キャッシュカードの交換手続
きが必要」などと言ってキャッシュカードをだま
し取る手口

・�他人には絶対にキャッシュカー
ドなどの暗証番号を教えない。
また、キャッシュカードを渡さ
ない

預貯金詐欺 ポイント

　警察官や大手百貨店などの職員を装い自宅を訪
れ「キャッシュカードが不正に利用されている」
といった嘘の説明をして準備させたキャッシュ
カードを、封筒に入れさせるなどして隙をみてす
り替える手口

・�他人には絶対にキャッシュカードなどの暗証番
号を教えない
・�警察官などがキャッシュカードを封
筒に入れさせることはない

キャッシュカード詐欺盗 ポイント

　「未払いの料金を今日中に支払わなければ裁判
になる」などと根拠のない請求をメールやはがき
で送付し、現金を振り込ませたり送金させたりし
てだまし取る手口。最近は電子マネー（プリペイ
ドカード）を購入させるケースも多発

・メールやはがきなどにある連絡先には連絡しない
・�事業者や裁判所などが「未納料金
の支払い」などの名目で電子マ
ネー（プリペイドカード）を購入
させることはない

架空料金請求詐欺 ポイント

　市町村などの自治体や税務署、電力会社などの
職員を装い、税金や保険料、医療費などの還付金
があると連絡し、電話で指示し
ながら被害者にATMを操作させ
犯人の口座に送金させる手口

・ATMで現金が返ってくることは絶対にない
・�公的機関の名を出されても詐欺を疑い、一旦電
話を切って自分から該当機関に問い合わせる
・�メールなどで電子マネーの購入を求められたら
詐欺を疑う

還付金詐欺 ポイント
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　特殊詐欺については「撲滅」が目標です。「抑止」ではなく1件も発生さ
せない「撲滅」です。不正に入手した携帯電話や口座などを使って大切な
財産を一瞬のうちに奪い取ってしまう、そんな特殊詐欺を何としても
「撲滅」しなければなりません。しかしながら依然として被害が多発して
いる状況にあります。
　今回のこの特集記事を読んでいただいた皆さんにお願いです。特殊詐
欺の手口、そして被害に遭わないためのポイントを自分自身が身に付
け、家族や友達に伝えていただきたいと思います。「電話でお金の話に
なったら要注意！」。また、自宅の固定電話対策は極めて有効です。ぜ
ひ、録音装置や着信拒否装置の導入をお勧めします。普段から留守番電
話設定にしておくことも効果的です。「安全で安心して暮らせるみよし」
の実現に向け、皆さんで防犯対策に取り組みましょう。

Interview豊田警察署　川
かわぐち
口　孝

たかし
　署長特殊詐欺の撲滅に向けて

対策にぜひ！　特殊詐欺対策機器購入等補助金

　特殊詐欺への最も有効な対策の一つは犯人と話をしないこ
と。被害を未然に防ぐために市では高齢者を対象に特殊詐欺
対策機器の購入費などの補助を行っています。補助金額や申
込方法など詳細は防災安全課へお問い合わせください。

ホームページ

補助対象となる機器など
①通話録音装置
　�固定電話に取り付け、通話を録音することを相手に伝
え、通話を録音する機能を有するもの
②着信拒否装置
　�固定電話に取り付け、管理サーバーに登録された迷惑
電話番号からの着信を判別し、通知または拒否する機
能を有するもの

（申請年度末時点）
65歳以上
対象

　日々進化し、巧妙化する詐欺の手口。被害に遭わない
ためには手口の特徴を知り、日頃から対策しておくこと
が重要です。「自分は大丈夫」「自分はだまされない」とい
う考えではなく、「いつ自分がターゲットになるか分か
らない」という意識を持つことがとても大切です。犯人
との最初の接点の多くは「電話」です。高齢者を狙った特
殊詐欺のほとんどは固定電話にかかってきます。固定電
話への対策として、在宅中でも留守番電話に設定する、

③固定電話機
　左記①または②の機能を内蔵するもの
④録音通話音声ファイル解析サービス初期工事費用
　�電話会社の特殊詐欺対策オプションサービスを利用
するための初期工事に要する費用

自分が、家族が被害に遭わないために…
ナンバーディスプレイで相手を確認する、録音メッ
セージを聞いて相手を確認してから出る、などが挙げ
られます。そしてもし、怪しい、おかしいと感じた
り困ったりした時は自分一人で判断しないで家族や友
人、警察など周りにいる誰か
に相談してください。周りに
話すことでだまされていると
気付くこともあります。
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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

　情報公開制度は、市が保有する文書について、皆
さんからの「知りたい」という請求に応じて、その文
書をお見せする（開示する）制度です。令和3(2021)
年度の実施状況は表1のとおりです。なお、不開示決定に対
する審査請求が1件あり、現在審査処理中となっています。
また、令和2(2020)年度から処理中となっていた1件の審査
請求については、みよし市情報公開・個人情報保護審査会の
答申に基づき棄却しました。

　市では皆さんの知る権利を尊重するとともに、行政運営の
透明性の向上と公正の確保を図るため、情報公開を行ってい
ます。詳しくは、みよし情報プラザ（市役所1階）、またはホ
ームページをご覧ください。

　会議公開制度は、市民の皆さんの市政への参加を
進め、より開かれた市政の実現を目指して実施して
います。令和3(2021)年度の実施状況は表2のとお
りです。令和4(2022)年度も会議の公開を実施しています。

情報公開制度

会議公開制度

  令和3(2021)年度情報公開制度・会議公開制度の実施状況　
　総務課　☎32-8000　N32-2165

表2  附属機関などの会議公開状況

会議名 開催
回数

公開・
非公開の別

みよし市地域公共交通会議 5 公開
みよし市行政改革推進委員会 1 公開
みよし市行政評価委員会 3 公開
みよし市表彰審査委員会 1 非公開

みよし市情報公開・個人情報保護審査会 5 公開
(一部非公開）

みよし市行政不服審査会 1 公開
みよし市特別職報酬等審議会 2 公開
みよし市防災会議 1 公開
みよし市男女共同参画審議会 1 公開
みよし市地区拠点施設整備協議会 3 公開

みよし市がんばる地域応援補助事業審査会 1 公開
(一部非公開)

みよし市介護保険運営審議会、みよし市
地域包括支援センター運営協議会及びみ
よし市地域密着型サービス運営審議会

1 公開
(一部非公開）

みよし市地域包括支援センター運営協議
会 1 公開

みよし市地域密着型サービス運営審議会 1 公開
(一部非公開）

みよし市老人ホーム入所判定審査会 1 非公開
みよし市国民健康保険運営協議会 3 公開
みよし市予防接種健康被害調査会 1 非公開
みよし市食育推進会議 1 公開
みよし市環境審議会 3 公開
みよし市まちづくり審議会 2 非公開
みよし市都市計画審議会 2 公開
みよし市みどりと景観審議会 1 非公開
みよし市民病院運営協議会 1 公開
みよし市社会教育委員会 3 公開
みよし市文化財保護委員会 1 非公開
みよし市教育振興基本計画推進委員会 2 公開
みよし市教育支援委員会 2 非公開
みよし市学校保健結核対策委員会 1 非公開
みよし市いじめ問題対策委員会 2 非公開
みよし市スポーツ推進審議会 1 公開
みよし市総合教育会議 1 公開
みよし市まち・ひと・しごと創生会議 1 公開
みよし市民憲章推進会議 1 公開
みよし市地域包括ケア推進会議 4 公開

合計 61

表1  実施機関別の開示請求件数・処理状況 （単位：件）

ホームページ

ホームページ

実施機関 開示
請求

処理状況
決定の内容 決定

処理中
取り
下げ全部 部分 不開示

市長部局（合計） 66 46 8 8 １ ３
企画政策課 2 1 1
総務課 3 １ 1 1
市民課 1 1
税務課 7 5 1 1
協働推進課 4 ２ 2
福祉課 1 1
長寿介護課 1 1
子育て支援課 7 4 2 １
健康推進課 2 1 1
産業課 1 1
環境課 2 1 1
道路河川課 17 12 2 １ 2
下水道課 14 12 2
都市計画課 ２ 2
公園緑地課 ２ 1 1

教育委員会（合計） 10 5 3 ２ ０ 0
教育行政課 6 5 １
学校教育課 4 3 １

選挙管理委員会 2 2 0 0 ０ ０
合計 78※ 53 11 10 １ 3

※令和2(2020)年度の開示請求件数は52件
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　個人情報保護制度は、市が保有
する個人情報について正しく管
理することを義務付け、皆さんが
自分に関する情報について開示、訂正な
どを求めることができる制度です。令和
3(2021)年度の実施状況は右表のとおりで
す。なお、不開示決定に対する審査請求が
１件あり、現在審査処理中となっています。

　令和3(2021)年度個人情報保護制度の実施状況　総務課　☎32-8000　N32-2165

（単位：件）

実施機関 開示請求
処理状況

決定の内容 決定
処理中全部 部分 不開示

市長部局（合計） 16 6 7 3 0

人事課 1 1

市民課 3 2 1

税務課 5 5

長寿介護課 3 3

道路河川課 4 1 1 2

教育委員会（合計） 5 1 3 1 0

学校教育課 5 1 3 1

合計 21※ 7 10 4 0

ホームページ

         NEWS 119 尾三消防　尾三消防組合　☎38-0119

　本年度の予算額は、歳入歳出ともに39億1,094万6千円です。歳出に
おける主要事業として、はしご消防車、消防車、救急車、資器材搬送車
各1台の更新を予定しています。その他、住民にとって分かりやすく、
実効性のある火災予防啓発に取り組むことを目的にSNS(LINE)を活用
した情報発信をするための予算を計上しています。

　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。

令和4（2022）年度尾三消防組合
一般会計当初予算について
お知らせします

　当組合の主な歳入は構成市町からの分担金です。今後も住民の安全・安心を守るため、消防広域化によるスケールメリッ
トを最大限に生かした組織運営に努めていきます。

公債費公債費
6,101万1千円6,101万1千円 議会費議会費

129万円129万円

予備費予備費
2,000万円2,000万円

その他その他
921万6千円921万6千円

地方債地方債
1億7,800万円1億7,800万円

国庫支出金国庫支出金・・県支出金県支出金
4,641万7千円4,641万7千円

繰入金・繰越金繰入金・繰越金
2,000万2千円2,000万2千円

諸収入諸収入
5,075万1千円5,075万1千円

分担金および負担金分担金および負担金
36億656万円36億656万円 総務費総務費

33億1,674万1千円33億1,674万1千円

消防費消防費
5億1,190万4千円5億1,190万4千円

歳出
39億39億

1,094万6千円1,094万6千円

歳入
39億39億

1,094万6千円1,094万6千円

表  実施機関別の開示請求件数・処理状況

※令和2(2020)年度の開示請求件数は38件
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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

人口     61,333人（＋58人）

男性     31,450人（＋7人）

女性     29,883人（＋51人）

世帯数  25,259世帯（＋77世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和4（2022）年6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）は普通徴収を表します。

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 2期：8月31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）、介護保険料（普）、
後期高齢者医療保険料（普）

1期：8月1日
2期：8月31日

  医療費の助成制度　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

福祉医療制度 対象

子ども医療 ①15歳到達の年度末までの子ども（通院および入院費の自己負担分）
②中学校卒業以降の人で18歳到達の年度末までの人（入院費の自己負担分）　

障がい者医療

 ① 身体障がい者手帳等級が1級から3級までの人（腎臓機能障がいの人は4級まで、進行性筋萎縮
症の人は4級から6級まで）

②IQ（知能指数）が50以下の人
③自閉症状群と診断された人

母子家庭等医療

①母子・父子家庭で18歳以下の児童を扶養する父母とその児童（所得制限あり）
②父母のいない18歳以下の児童
③ 父または母が重度の障がいがある家庭で、18歳以下の児童のいる家庭の父母および児童（所得

制限あり）

精神障がい者医療
（精神医療のみ）

 ①精神障がい者保健福祉手帳3級を持っている人
②自立支援医療(精神通院)を受給している人
③精神科医により精神障がい者と診断された人

精神障がい者医療
（全疾病対応） 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級を持っている人

後期高齢者福祉医療

後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかに該当する人
①障がい者医療受給資格者
②母子家庭等医療受給資格者
③精神障がい者医療受給資格者
④一人暮らしで市民税非課税の人
⑤ 3カ月以上寝たきりや認知症の状態（要介護4または5）で市民税非課税世帯かつ税法上の扶養に

入っていない人
⑥結核による入院勧告措置の人
⑦精神の疾病で措置入院の人

　助成対象者で、まだ助成を受ける手続きをしていない人は、早めの申請をお願いします。
対象�市内在住の健康保険加入者で、下表に該当する人
持物�福祉医療…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、診断書など、養育医療…養育医療意見書など、

共通…健康保険証、本人確認のできるもの
申込�随時。必要書類などを持参して保険年金課へ直接
他 �各医療制度の受給者で、加入保険や住所などに変更があった場合は、保険年金課へ届け出が必要

養育医療制度 対象

未熟児養育医療 養育医療となる未熟児と認められ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた人
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  後期高齢者医療基準収入額適用申請　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

　後期高齢者医療の被保険者は、医療機関で受診する際、
所得の状況に応じて、医療費の1割または3割が自己負担
割合となります。ただし自己負担割合が3割と判定された
人でも次の対象に該当する場合は、申請により自己負担割
合が1割に変更されます。該当する人は必ず申請をしてく
ださい。
対象�後期高齢者医療の被保険者で、下記フローチャートで

1割負担となる人

申請�確定申告書の控えや源泉徴収票など、令和3(2021)
年中の収入額が証明できる書類を持参して、保険年金
課へ直接

他 �市で全ての収入金額を把握できている人は申請不要で
す。該当すると思われる人には6月中旬に申請書を送
付していますので、7月8日(金)までの申請をお願い
します。

3割負担3割負担 1割負担1割負担

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

被保険者の収入額が383万円未満である

同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療
保険に加入している70～74歳の人がいる

被保険者と70～74歳の人の収入額の
合計が520万円未満である

被保険者の収入額の合計が
520万円未満である

世帯に被保険者が1人である【フローチャート】

※令和4(2022)年10月から、医療費の自己負担割合が変更になることに伴い判定方法も変更されます。詳しくは広報みよ
し9月号でお知らせします。

【18歳から59歳で基礎疾患がある人の新型コ
ロナワクチン4回目接種について】
　18歳から59歳で基礎疾患があるなどにより
4回目の新型コロナワクチン追加接種の対象と
なる人で、接種希望者の接種券発行には申請が
必要です。申請は①あいち電子申請・届出シス
テム、②郵送、③窓口で直接、にて行うことが
できます。詳しくはホームページをご確認くだ
さい。
　60歳以上の人の接種券は3回目接種から5カ
月経過後、順次発送します。

ホームページ

【みよし市民病院におけるノババックスワクチ
ンを使用した3回目接種の実施について】
　18歳以上で2回目接種日から6カ月以上経過
した人を対象に、みよし市民病院でノババック
スワクチンを使用した3回目のコロナワクチン
接種を実施します。接種を希望する人は、接種
予約・問合せセンターまたは接種予約システム
から予約を行ってください。

予約システム

  新型コロナワクチン予防接種について
　健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室　☎34-5311　N34-5969

【新型コロナワクチン接種予約・問合せセンター】
☎0570-03-5675
日時  9：00～17：00(土・日・祝日含む）
※年末年始（12月29日から1月3日）は実施しません。
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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
  令和4(2022)年度介護保険料をお知らせします　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　介護保険制度は、40歳以上の皆さんが納める保険料と国や県、市が負担する公費を財源にして、各市町村が運営してい
ます。65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料は、3年ごとに市町村が策定する介護保険事業計画において、65歳以
上の人口や介護サービスの利用量の見込みなどから算定されています。昨年度からスタートした第8期計画（令和3(2021)
年度から令和5(2023)年度まで）における介護保険料基準月額は4,600円です。また、介護保険料は基準月額を基に、本人
の所得や世帯の課税状況に応じた負担となるよう、13の段階に分かれています。

　令和4(2022)年度の介護保険料は令和3(2021)年中の所得や令和4(2022)年度市民税の課税状況によって決まります。
介護保険料決定通知および普通徴収納付書は7月中旬に送付します。

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額
（保険料月額）

第1段階
生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非
課税で、老齢福祉年金を受給している人、または前年
の合計所得金額※＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.2 11,040円
（920円）

第2段階  世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円超120万円以下の人 基準額×0.4 22,080円

（1,840円）

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階以外の人 基準額×0.7 38,640円
（3,220円）

第4段階
 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がお
り、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
以下の人

基準額×0.85 46,920円
（3,910円）

第5段階
（基準）

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がい
る人（第4段階以外の人） 基準額×1.00 55,200円

（4,600円）

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
未満の人 基準額×1.10 60,720円

（5,060円）

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
以上210万円未満の人 基準額×1.30 71,760円

（5,980円）

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の人 基準額×1.50 82,800円

（6,900円）

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円
以上400万円未満の人 基準額×1.70 93,840円

（7,820円）

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円
以上700万円未満の人 基準額×1.90 104,880円

（8,740円）

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円
以上1,000万円未満の人 基準額×2.00 110,400円

（9,200円）

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万
円以上1,500万円未満の人 基準額×2.10 115,920円

（9,660円）

第13段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万
円以上の人 基準額×2.20 121,440円

（10,120円）

■所得段階別保険料

※合計所得金額…「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1～5段階の人の合計所得金額は、年金収入
に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある人の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。給与
所得がある場合は、給与所得（所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額）から10万円を控除します。また、
第6段階以上の人で給与所得または公的年金などに係る雑所得がある場合は、それら所得の合計額から10万円を控除しま
す。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。
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　年金の受給額によって、特別徴収と普通徴収の2種類に分けられます。

納付区分 対象（いずれかに該当する人） 納付方法

特別徴収
令和4(2022)年4月1日時点で65歳以上で、老齢年金、
退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年額
18万円以上

4月以降の年金を受給する偶数月に、年金からの引き
落としによる納付

普通徴収

●老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受
給額が年額18万円未満
●老齢福祉年金を受給している
●令和4(2022)年4月2日以降に65歳になった
●令和4(2022)年4月2日以降にみよし市に転入した

令和4(2022)年7月から令和5(2023)年2月までの8カ
月間は納付書または口座振替による納付
※転入前の市町村で特別徴収であった人も1年目は普
通徴収となります。
※特別徴収に切り替わる場合は、特別徴収開始通知書
でお知らせします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特別徴収 15日※ 15日※ 15日※ 14日 15日 15日

普通徴収 8月1日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月26日 1月31日 2月28日

　年度の途中で65歳を迎える人は、65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日です。本年度の保険料は、この資
格取得日を含む月から令和5(2023)年3月までの月割りによって算定します。
　40歳以上65歳未満の第2号被保険者の皆さんの保険料は、それぞれで加入している健康保険の保険料とあわせて、第1
号被保険者の資格を取得する前月分までを納めていただいています。詳しくは加入している医療保険者（健康保険組合や国
民健康保険）にお問い合わせください。

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

　特別徴収は年金からの引き落とし、普通徴収は7月以降の月末（12月末分は26日）が納期限となります（納期限に該当する
日が休日の場合は、その翌日の市役所開庁日）。普通徴収納付書は、7月中旬に介護保険料額決定納入通知書と一緒に送付
します。納期限までに必ず納付してください。

　　　　　　 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第2号保険料 ● ● ●

第1号保険料 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

月

【例：昭和32(1957)年7月15日生まれの人の場合】
7月14日に第1号被保険者資格取得。介護保険料は7月から3月までの9カ月分を納める。

■介護保険料の納付方法

■介護保険料の納付時期

■65歳になった年の保険料

月分
区分

区分
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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
  みよし市勤労文化会館のネーミングライツ・パートナーの募集
   教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　「サンアート」の愛称で親しまれてきた勤労文
化会館は、令和３(2021)年11月にリニューアル
工事を終えて新しいスタートをきりました。文
化・芸術の振興とサービス向上を目的に「ネーミン
グライツ・パートナー」を募集します。

　施設に事業者の企業名、商品名などを冠した「愛称」を付
与する代わりに、命名権料（ネーミングライツ料）を市に納
めてもらうものです。市が所有する施設を有効活用するこ
とにより、新たな財源の確保と施設の知名度、集客力、サ
ービスの向上などを図ることを目的としています。愛称を
積極的にメディア発信することにより、事業者の地域貢献
などイメージアップにも繋がります。

令和4（2022）年9月1日（契約準備が整い次第）から令和8
(2026）年3月31日まで

年間300万円以上（12月に満たない年度は月割り）

市内に本店、支店、工場、営業所などを有している者

・ネーミングライツ・パートナー申込書
・会社の事業概要（様式任意）
・決算報告書（直近年度のもの）
・登記事項証明書（商業登記簿謄本など）
・法人税、法人事業税、法人住民税、消費税および地方消
費税の納税証明書（直近年度のもの）

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）に必要書類を添えて教育行政課へ郵送、または直接

【名称】　
みよし市勤労文化会館　文化センターサンアート

【所在地】　
三好町大慈山1-1

【施設概要】

名称 施設の規模など

大ホール 1,033席

小ホール 421席

楽屋1～8 ー

レセプションホール 収容人数260人　301㎡

研修室 収容人数80人　117㎡

スタジオ 収容人数20人　48㎡

軽運動室 収容人数50人　141㎡

和室 収容人数24人　12畳2間

特別会議室 収容人数25人　127㎡

応接室 収容人数20人　100㎡

市民広場 2,000㎡

ふるさと会館（茶室） 建築面積421.65㎡

募集期間終了後、選定委員会にてパートナーを決定（8月中
旬予定）

7月1日（金）～8月1日（月）(必着）

■対象施設 ■契約期間

■ネーミングライツ料

■応募資格

■募集期間

■提出書類

■提出方法

■スケジュール

▲ネーミングライツ・パートナー募集を行うサンアート

※指定管理者（契約期間：令和3(2021)年4月1日から令
和8(2026)年3月31日）が運営管理を行います。

応募の際には必ずみよし市勤労文化会館ネーミングライ
ツ・パートナー募集要項をご確認ください。

■その他

ホームページ

ネーミングライツとは
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  (仮称)みなよし地区拠点施設整備基本設計の公表　
　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　行政区の枠を超えた地域住民の交流をはじめ、公益的な市民活動の拠点として検討を
進めてきましたみなよし地域における地区拠点施設について、建設工事に向けた基本設
計がまとまりましたので公表します。

　自転車乗車用ヘルメットを市内協力店舗（右表参照）にて購入する場合、店頭
において自転車乗車用ヘルメット購入費補助金を申請することで、補助金額分
を差し引いた額で購入することができるようになります。

  自転車乗車用ヘルメット購入費補助金が店舗で申請できるようになります　
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

DCMカーマ三好インター店
　根浦町4-5-6　☎33-0508
キトウサイクル
　福谷町壱丁田34-1　☎36-0409
Bicycle&Triathlon ALPHA
　東陣取山201-1　☎56-7956
有限会社近藤商会
　三好町湯ノ前98-3 ガスビル
　☎32-1151

期間  ７月1日（金）から
持物  申請者の身分を証明できるもの（免許証、保険証など）
※市内協力店舗以外でのヘルメット購入に対する補助申請受け付けは、引き続
き防災安全課窓口にて行います。

ホームページ

  きたよし地区公園管理事務所で施設使用料の
  現金払い受け付けを開始しました
    スポーツ課　☎32-8027　N34-6030    きたよし地区公園管理事務所　☎・N36-8625

　市民の皆さんの利便性向上のため、きたよし地区公園管
理事務所にて、右記4カ所のきたよし地区屋外体育施設の
利用料の現金払い受け付けを開始しました。

【きたよし地区屋外体育施設】
①三好丘公園…多目的広場、テニスコート
②黒笹公園…多目的広場　③きたよしグラウンド…野球場
④三好丘桜公園…多目的広場、テニスコート

【建設場所】　　　　　　　　
明知町下細口地内（明越会館南西の隣接地）

【階層】
平屋建てを基本とします。

【面積】　　　　　　　　
敷地面積およそ12,250㎡（駐車場用地を含む）、延床
面積2,985㎡（回

かいろう
廊・庇

ひさし
部分を除く）

【建築工事着工時期】
令和5(2023)年度中（予定）

■施設概要

■エリア配置、主な部屋構成
　施設のエリア配置については「みよし市地区拠点
施設整備基本構想」に掲げる部屋構成と、市民の皆
さんを対象としたワークショップでの意見を基に、

「スポーツエリア」「文化エリア」「フリーエリア」「交
流エリア」の4つに分けました。
※今後の設計の中で、修正を行う場合があります。

●スポーツエリア
　①多目的ホール　②トレーニングルーム　③軽運動室
●文化エリア
　①調理室　②会議室・講座室
●フリーエリア
　①学習コーナー　②相談ブース　③キッズコーナー・畳コーナー
●交流エリア　

▲（仮称）みなよし地区拠点施設外観イメージ図

場所�きたよし地区公園管理事務所（三好丘桜公園内）
時間 9：00～17：00（月曜休館）



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

外国人の人権外国人の人権

　私たちは、労働によって生活の糧を得ています。そのた
めに働く権利は、だれにも平等に保障されなければなりま
せん。外国人労働者に対しても国籍・信条・社会的身分を理
由とする賃金・労働時間・労働条件の差別的取扱いは禁止さ
れています。少子・高齢化社会が進む日本では、今後ます
ます労働力の不足が予想される中、外国人労働者の受け入
れが急速に拡大しています。日本人の意識の中には、同じ
言語、習慣をもつかどうかで内と外を区別し、異なる存在

風習や習慣等の違いが受け入れられないこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲の反対を受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

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））

【日本に居住している外国人に関し現在、どのような人権問題が起きていると思いますか】

41.3％

20.6％

22.4％

24.6％

30.9％

17.5％

7.9％

14.7％

26.3％

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

外国人とコミュニケーション

国際社会を支えるパートナー

　日本で暮らす外国人との間で、言葉や宗教、習慣などの
違いから、さまざまな人権問題が起きています。「外国人
だから」とアパートへの入居、公衆浴場での入浴を断られ
たり、外国人が犯罪を犯したりすると、その国の人すべて
が悪いような噂がたつことがあります。言葉が通じないか
ら、習慣が違うからなどといって、一律に外国人を日本人
とは異なる取扱いとしてしまうことは、その人の人権を侵
害することになります。宗教上の理由から食べられないも

のがあったり、お酒が飲めなかったり、その国の民族衣装
で学校や職場に通う人たちもいるということを認識し、そ
れぞれの立場を認め合いましょう。「どうせわかってもら
えない」とあきらめてしまうのではなく、相手とコミュニ
ケーションをとることによって、相手のことを知ること
になり、逆に自分のことも理解してもらえるようになりま
す。大切なのはコミュニケーションです。

を排除する傾向があります。外国人を一律に「ガイジン」と
呼ぶこともその表れのひとつです。しかし、社会や経済の
グローバル化に伴い、日本も国際社会の一員として、世界
の状況と無縁ではいられません。それぞれ異なった言語や
習慣、文化などを認め合い、共に国際社会を支える一員と
して、さまざまな人権問題の解決のために協力していくこ
とが必要です。

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50
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【参考：愛知県人権啓発ガイドブック「人権の世紀」へ】

本市の取り組み
　定住化傾向にある外国人に一市民としてまちづくりに参
加してもらうため、16歳以上の日本語を母語としない人
で日本語の習得を希望する外国人を支援する事業として、
「外国人のための日本語教室」を開講しています。また、こ
の日本語教室でボランティアとして日本語の指導を希望す
る人を対象とした日本語ボランティア入門講座を、春と秋
の年２回開催しています。市民課ではポルトガル語通訳
および31カ国語に対応した多言語通訳機による外国人相
談を毎日受け付けています。令和4(2022)年6月1日現在、

みよし市には2,334人の外国人の住民登録があります。外
国人が日本で暮らすには言葉、習慣、労働や学校生活など
において課題がありますが、外国人相談ではこれらのこと
にお困りの人が気軽に相談でき、課題の解決の一助となる
ことで日本でも快適に生活できるよう相談を受け付けてい
ます。令和3(2021)年度は、社会保険や年金、税金、子
育て、教育についてなど、1,115人から1,534件の困り
ごとについての相談がありました。外国人相談について、
詳しくは広報みよし34ページをご覧ください。　

【令和3(2021)年度外国人相談実績】

在留手続き
住民票など証明
社会保険・年金

税金
医療

出産・子育て
教育

生活
福祉

住宅

その他

【日本語教室実績】

令和3
(2021)年

令和2
(2020)年

令和元
(2019)年

平成30
(2018)年

平成29
(2017)年

日本語教室の開催日数 62日 62日 64日 77日 77日

受講者数 603人 745人 1,350人 1,298人 1,178人

ボランティア登録者数 47人 49人 44人 40人 38人 ▲外国人のための日本語教室

●人権擁護委員のひとこと

　日本に住む外国人との間で生じる問題の多くは、
生活様式の違いを知らないことが原因です。同じ民
族の中で生活してきた私たち日本人は、自分たちの
生活様式を他国の人に説明する必要がありませんで
した。例えば、早朝や深夜は大騒ぎしないことや公
園などで理由もなく大人数で集まらないなどです。
私たちが「それは常識でしょ」と感じていて、あえて
言葉では説明してこなかった点を、外国人のご近所

294件

大
おおかど

門　樹
き く よ

久世さん

【外国人住民国籍地別人口割合】

ブラジル
32.8％

ベトナム
18.9％

中国
14.3％

フィリピン
12.5％

韓国
4.7％

その他
13.3％

ペルー
3.5％

210件
221件

79件
181件

84件
82件

104件
49件

183件

47件

0 50 100 150 200 250 300 令和4(2022)年6月1日現在

【日本語教室受講者の声】
日本語という言語の習得だけでなく、日本の文化を学ぶ機会になったり、参加するいろいろな国の人同士の繋がりが生ま
れたりするなど、外国人が気軽に参加できるコミュニケーションの場となっています。

さんに最初に伝える
ことができれば、問
題は少なくなるので
はないかと思います。日本人の丁寧な言葉による
説明と、外国人の日本文化、生活様式を理解しよ
うとする気持ちがあれば、お互いの人権を守り、
思いやりを持って生活していくコミュニティーを
作ることができると思います。
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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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　梅雨入りを前に、水害応急対策活動の迅速
化と水防体制の確立、防災意識の高揚を図ろ
うと水防訓練が行われました。参加者は尾三
消防本部みよし消防署職員の指導の下、積み
土のう訓練やロープ結索などの訓練に取り組
みました。また尾三消防本部特別消防隊によ
り、対岸に取り残された要救助者をクレーン
で救出する救助訓練も行われました。

　クラブ創設30周年を記念し、ホームタウ
ンであるみよし市で出生した赤ちゃんがグ
ランパスと共に健やかに成長することを願っ
て、オリジナルベビースタイが贈呈されまし
た。贈呈式では小

おやまたすく
山祐市長が、市民代表で生

後1カ月になる宗
むねむら
村千

ち な
和ちゃんにスタイを付

けました。このスタイは「こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業」実施時に各世帯に配布されます。

　市内では地域の歴史を知るための貴重な遺
跡や土器などが毎年新たに発見されており、
今回の企画展では市内6カ所から出土した陶
器や漆器、福谷7次調査で発掘された大きな
陶製の井戸筒などを展示。また新たに刊行さ
れた5万分の1地質図も展示され、私たちの
住む土地がいつ頃どのようにして出来上がっ
たのかを分かりやすく紹介されています。

名古屋グランパスオリジナル
ベビースタイ贈呈式
5月26日（木）みよし市役所

春季企画展「大地を探れ！
みよしの遺跡・地質調査最前線」
4月29日（祝）～6月26日（日）歴史民俗資料館

水防訓練
5月15日（日）境川堤防（西一色町地内）



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。

17

　消防技術の向上、団員の士気高揚と結束を
図ることを目的に、3年ぶりに開催されまし
た。市内の12分団が小型ポンプから63メー
トル先の火点標的を倒すまでの消火技術の速
さと行動規律の正確さを競い合い、莇生分団
が優勝。莇生分団の一人は「8月6日に常滑市
で開催される県大会に向けて、まだまだ改善
していきたい」と力強く話していました。

　名古屋グランパス創設30周年を記念して、
子どもたちに食への関心を高めてもらおうと
市内の保育園と小・中学校でチームカラーに
ちなんだ「赤い給食」が提供されました。この
日、緑丘小学校にグランパスのキャプテン稲

いな

垣
がきしょう
祥選手と選手会長の森

もりした
下龍

りょうや
矢選手が特別ゲ

ストとしてサプライズで訪問。突然の2人の
登場に子どもたちは大喜びでした。

みよし市消防操法大会
5月22日（日）尾三消防本部訓練場

　三好丘六丁目のみどりのこみち東屋付近に
アジサイの道を作ろうと、植栽会が行われ
ました。植栽会には三好丘行政区民やボラ
ンティアなど55人が参加。ガクアジサイや
カシワバアジサイなど4種類65本の苗木が
用意され、植栽の方法について説明を受けた
後、参加者は青空の下6つのグループに分か
れて丁寧に植栽作業を行っていました。

アジサイの植栽会
6月4日（土）みどりのこみち

名古屋グランパス30周年
記念給食
6月7日（火）緑丘小学校
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

山
やまさき

崎 日
ひ な と

南斗くん
2歳おめでとう！　いつも
笑顔で優しいひなくん、大
好きだよ！  〔福谷町〕

2 歳

谷
たに

 心
み こ と

琴ちゃん
1歳のお誕生日おめでとう
♪　これからの成長楽しみ
にしてるね！　〔園原〕

1 歳

石
い し い

井 夏
な つ き

樹くん
2歳おめでとう！　虹色に
輝く素敵な未来になります
ように☆　〔三好丘〕

赤
あ か ぎ

木 蓮
れん

くん
1歳おめでとう、毎日笑顔
で過ごそうね♥　〔三好丘旭〕

1 歳

高
たかやま

山 楓
かえで

ちゃん
初めての誕生日おめでとう
♡　楓がいるから毎日幸せ
です！　〔三好丘あおば〕

1 歳

河
かわむら

村 瑠
る か

夏ちゃん
お姉ちゃんが大好き♡　い
つも家族を笑顔にしてくれ
てありがとう！　〔黒笹町〕

1 歳

後
ご と う

藤 千
ゆ き の

乃ちゃん
お誕生日おめでとう♪　こ
れからも笑顔あふれる毎日
にしようね！　〔三好丘緑〕

2 歳

雷
らい

 沐
もくさわ

澤ちゃん
大好きな澤ちゃん、3歳お
めでとう。笑顔溢れる健や
かな人生を♡　〔三好丘旭〕

3 歳

7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：①）、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】7月8日（金）必着
【6月号の正解】③（応募73通、正解73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】今月号の広報で良いと思った点・
改善したほうがいいと思った点を教えてください。

対象 9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  7月15日（金）までに、❶住所、❷保護者氏名、❸電話番号、❹お

子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺お子さんへのメッセ
ージ（30字以内）、❻ひまわりネットワーク「みよしTODAY」で
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

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

わりネット
ワークから
申込書を郵
送します。

今月の特集（2～5ページ）を読んでね！ヒント

 問題今月の特集で取りあげた特殊詐欺。令和3(2021)
年に豊田警察署管内（みよし市・豊田市）で発生した特
殊詐欺被害の被害額は、次のうちどれでしょう。

2 歳

①70万円

②700万円

③6,700万円



　親子で過ごす時間は、子どもの成長にどんな影響を与えているのでしょうか。小・中学生
とその保護者、計330人にアンケートを取りました。

（参考：（公財）愛知県教育振興会　家庭教育月刊誌「子とともに　ゆう&ゆう」2021年8月号）

おうち時間で親子の絆を深めよう！

Q1. コロナ禍での休日、親子で過ごす時間は以前に
 比べてどう変化しましたか？ 

Q2. 「増えた」と答えた人に聞きました。親子で過ご
 す時間が増えたことを、どう思いますか？

Q3. おうち時間をどう過ごしていますか？

【親子で過ごす時間の変化】

大きく増えた
15%

少し増えた
26%

あまり変わらない
54%

減った
5%

少しよかった
37%

　新型コロナウイルス感染症が流行し、自宅で過ごす時間が増えたことで「おうち時間」が注
目を集めました。親子でコミュニケーションが増えたり、家族について見つめ直すきっかけ
になった人も多いのではないでしょうか。コロナ禍には何かとマイナスなイメージが多いも
のですが、自宅で過ごす時間が増えたことはプラスに捉えることができそうですね。家族と
の思い出となる「おうち時間」を充実させ、親子の絆を深めていきましょう。

　市では各小学校で「家庭教育学級」、各中学校で「思春期家庭教育講座」を開催して
います。家庭教育に関する講演会や体験活動などを通して、家庭教育に役立つ情報
を提供していますので、ぜひご参加ください。

たこ焼きや焼き肉を
パーティーと呼んで
楽しんでいます

親子で一緒にガーデ
ニングや家庭菜園を
始めました

カードゲームやボー
ドゲームを笑いなが
ら楽しみます

◆親子で過ごす時間が増えたことを「よかった」「少しよかった」と思う人の声
●これまで、親子で一緒にいる時間があまりなかったからうれしかった（小学4年生）
●コミュニケーションをとることが普通になってきて、絆が深まった（中学1年生）
●子どもの様子や考えが分かった（中学1年生保護者）

　家族とのおしゃべりなどコミュニケーションを取ることは、自分が認められているとい
う子どもの自己肯定感を生み出し、情緒が安定し人間関係の基礎となる社会性を育ててい
きます。子どもの成長は待ってくれません。親子の時間を大切にしましょう。

よかったよかった
54%54%

あまりよくなかった
9%

19

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 №25
はぐくみ
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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� よりそう2つのかたち
作 者 名　高

た か す か
須賀　昌

まさし
志

受 賞� 1998年特選�
設置箇所　保田ケ池公園
制作意図　2つの扇形を様々なものに置き換えてみる。「親と子」「男
と女」「自然と人」「他人と自分」「理想と現実」「…と…」寄り添い、組み
合い、バランスを辛うじて保ちながら立っている。互いに支え合い、
引き合い均衡を生み出している。バランスが崩れれば、転がり出す
か、2つのかたちは離ればなれのバラバラになってしまう。作品が、
やさしく楽しく人々の目に映ることが出来たらと願う。

8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

6日（土） 糸のボールでオーナメントを
作ろう 13：30～15：00 糸でボール玉を作り、つるし飾りを作成する。木工用接着剤持参。先着で３人

7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

13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

20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

21日（日） 折り紙で小箱を作ろう 13：30～15：00 折り紙を折って、色々な形の小箱を作る。先着で３人

27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

糸のボールでオーナメントを作ろう
　毛糸を使ってつるし飾りを作ります。夏らしい飾りで
涼しさを感じてみてはいかがでしょうか。
※スタンドは製作しません。



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（7月18日を除く）、19日（火）、
28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

　　　　　　　　�　　　　　　佐
さ く ま
久間智

ともゆき
之／著

　　　　　�　学陽書房　請求記号318.5／サ

　埼玉県三
みよ し
芳町の広報紙を有名にした筆者

が、SNSを活用した効果的な情報発信のポイ
ントについて紹介します。情報発信だけでな
く、炎上対策やそれぞれのSNSの特徴を活か
した戦略も紹介。公務員だけでなくSNSを活
用するすべての人におすすめです。

一般図書

えんどうまめばあさんとそらまめじいさん
のいそがしい毎日

松
まつおか
岡享

きょうこ
子／原案・文　降

ふりや
矢なな／文・絵

福音館書店　請求記号E／フリ

　小さな家に、えんどうまめばあさんとそら
まめじいさんがなかよく暮らしています。お
ばあさんとおじいさんは、畑に行ったかと思
うと伸びたつるに棒を立てるつもりが草とり
をし、草をうさぎにあげるつもりが小屋を直

絵本

　日本の伝統芸能である落語を親子で
楽しみませんか。
内容���子ども向けの落語
日時 8月6日（土）14：00～15：30
場所�サンライブ2階研修室兼軽運動室
講師�落語家の桂文我さん
対象�小学生とその保護者
※未就学児の入場はできません。
定員�先着で50人　費用�無料
申込 �7月6日（水）以降にサンライブ2階

総合案内へ電話、または直接

図書館読書啓発事業
桂
かつら

文
ぶ ん が

我のおやこ寄
よ せ

席

如
にょらいいけ
来池のビオトープ

　市役所の南にある如来池にはビオトープが整備されて
おり、水辺の植物や生物の自然環境が守られています。
湿地にはさまざまな種類の植物が生息し、如来池ではメ

すことになったりと、仕事はいつも終わりません。二人の暮らしが
ユーモアたっぷりに描かれています。

ダカやニシキゴイなどが
泳いでいるので、天気の
良い日に一度じっくり観
察してみてはいかがで
しょうか。

やさしくわかる！　公務員のためのSNS
活用の教科書
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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。

8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
8月3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27日（水）まで

時間は予約時
にご案内しま
す。

歯 科 健 診
Exame odontológico 8月16日（火） 就学前までの子 歯科医師の診察、フッ化物歯

面塗布（希望児） 20人 8月9日（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
8月15日（月） 令和3（2021）年7

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 8月8日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
9月6日（火） 令和2（2020）年7

月・8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 8月30日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

8月26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 8月19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

8月9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。

8月23日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

8月4日（木）
8月24日（水）

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

8月3日（水）
8月17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

8月1日・8日・15日・22
日・29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
8月16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

8月22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

8月1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）

10月14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 10月7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



救急医療施設の連絡先
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■8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

7日（日） なかねクリニック
豊田市梅坪町8-3-9 ☎0565-37-8800

11日（祝）しばはらクリニック
豊田市貝津町箕輪216-1 ☎0565-45-6633

14日（日）斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

21日（日）浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

28日（日）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

▲

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。

�(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。

＜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。

対象

無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

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

（年齢起算日：令和4（2022）年4月1日）

●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
●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

※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した。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。

女性がん検診無料クーポン券について

予約
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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。
■�市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。
■�みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

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

日時 �8月5日（金）13：30～16：30（1回
30分）

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

有害鳥獣の捕獲
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　果樹や野菜などに被害を与える有害
鳥獣の捕獲を行います。捕獲は散弾
銃・網を使用して行います。捕獲に伴
う危険防止対策は万全を期して実施し
ますので、皆さんのご協力をお願いし
ます。
日時 �7月初旬～10月中旬（9月を除く）
の週3回程度

場所 �鳥獣保護区を除く市内の果樹園と

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

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

ち直りを支える地域のチカラ～」PR書
を募集します。入選作品はイオン三好
店に掲示し、記念品を贈呈します。ま
た、応募者全員に参加賞を贈呈しま
す。ぜひご応募ください。
対象 �市内在住の小学生
課題 �小学1年生…まち、2年生…あいさ
つ、3年生…思いやり、4年生…明
るい社会、5年生…少しの勇気、6
年生…地域の力

申込 �半紙に課題を毛筆で書き、7月29
日（金）までに応募用紙（ホームペ
ージからダウンロード可）を添え
て福祉課へ郵送、または直接

※応募作品は返却しません。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　　有料広告

    7 金
水

   1
    7

2022

広告主募集中
費用 �15,000円/1枠あたり
申込 �申込書（広報情報課で配布、またはホームページか

ホームページ

らダウンロード可）に必要事項を記入し、
広告案を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

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

ホームページ

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

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

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

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

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

※代表者は本番前に打ち合わせ会議へ
の出席が必要です。

樹木せん定の受け付け開始
シルバー人材センター
☎34-1988  N34-2831
　冬季樹木せん定作業の受け付けを開
始します。作業は10月から3月31日
までに行います。
申込 �8月1日（月）～2月24日（金）の平日

9：00～17：00にシルバー人材セ
ンターへ電話

※来所による申し込みはできません。
※申し込み多数の場合は期間途中にお
いても受け付けを終了とさせていただ
きます。
※天候などにより作業が4月以降にな
る場合があります。

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

　夜行性昆虫の観察を中心に、自然の
中を一緒に回ります。植物や昆虫など
の生き物を観察しながら自然との触れ
合いを楽しんでみませんか。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
�日時 �7月26日（火）19：00～
※雨天中止です。中止の場合は当日
13：00に決定し連絡します。
�場所 �三好公園（第6駐車場に集合）
�対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
�定員 �15組程度　費用 �無料
�申込 �7月15日（金）までに氏名、学年、
保護者名、住所、電話番号を明ら
かにして、環境課へ電話、ファク
ス、メールまたは直接

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

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

夏の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　一人一人が交通安全意識を高め、交
通事故の防止を図りましょう。期間中
は、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。
期間 �7月11日(月)～20日(水)

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

　　有料広告
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催し・講座
生涯学習秋冬講座
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114
　サンライブでは、さまざまな内容の
講座を「春夏」・「秋冬」・「新春」の年3期
に分けて開催しています。今回は9月
から開講する「秋冬講座」の受講生を募
集します。申込方法や講座内容など詳
しくは、今月号の折り込み、または
「秋冬講座案内」（7月1日（金）からサン
ライブ、市役所1階情報プラザ、サン
ネット、ホームページで閲覧可）をご
覧ください。
対象 �中学生を除く15歳以上

第6回石川家住宅「なつまつり」
石川家住宅　☎・N32-3711

　昔懐かしい「あそび」の体験や歴史体
感講座の作品展示などを行います。

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

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

他 �10：00～10：30ジャグリングなど
の実演あり

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

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料

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

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

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

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161
　軽トラックの荷台などを店舗に見立
てた朝市を開催します。新鮮な野菜や
果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
買い求めいただけます。
日時 �7月9日（土）9：00～11：30（雨天開
催）

場所 �JAあいち豊田グリーンステーショ
ン三好駐車場

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

たそがれ

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

場所 �ふるさと会館
出演 �①ゴスペル（M

ミ ラ ク ル

iracle�V
ヴォイセス

oices）、②管
楽器アンサンブル（あさがおの会）

費用 �350円（呈茶付き）
申込 �当日16：30～ふるさと会館へ直接

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　　有料広告

ホームページ



27

親子下水道教室
境川浄化センター��☎0566-25-1295

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

日時 �7月26日（火）、8月2日（火）9：30
～12：00

場所 �境川浄化センター（刈谷市衣
ころもざき

崎町
2-20）

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

求職者支援セミナー
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内��
☎33-1860  N32-8222
　労働者派遣のルールや派遣求人の見
方を学びませんか。
日時 �8月23日（火）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
対象 �ハローワークの求職者・雇用保険
受給者で派遣就業中、または派遣
就業を考えている人

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

と き わ

磐町3-25-7）
職業相談部門、またはジョブサポ
ートみよしへ直接

女性向け就職支援セミナー
ジョブサポートみよし　ふれあい交流館内  
☎33-1860  N32-8222
　仕事復帰に向けた共働き夫婦の上手

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

ひ ろ た

田智
とも

子
こ

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

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

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

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

つかもと

本憲
けんいち

一さんへ電話（☎
34-7080）

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

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

日時 �7月16日（土）14：00開演
出演 �大

お び な た

日方寛
ひろし

さん（ワキ方
かたしもがかりほうしょうりゅう

下掛宝生流
能楽師）、鳥

とりやま

山直
な お や

也さん（小
こつづみかたかん

鼓方観
世
ぜりゅう

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

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

C.フランク／パニス・アンジェリク
スほか

日時 �7月22日（金）19：00開演
出演 �久

く ぼ た

保田真
ま や

矢さん（パイプオルガン）、
美
み ど う

堂舞
まい

さん（ソプラノ）
費用 �全席指定500円（4歳以上入場可）

【共通】
場所 �豊田市コンサートホール（豊田市西

にし

町
まち

1-200豊田参合館8階）
申込電話、ホームページ、または直接

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

マ カ ニ

AKANI�‘O
オ ル オ ル

LU’OLU�
H
ハ ワ イ ア ン ズ

AWAIIANS）、②ピアノ演奏・歌
（ブルーメ）、③ゴスペル（S

ソ エ ル

oel）
費用 �無料

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

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

※1人1回無料体験できます。
持物 �エプロン、ふきん、マスク
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、電話番号を明らかにして
三好さんさんスポーツクラブへ電
話、メール、または直接

ホームページ

ホームページ
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夏休みクラフト教室
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　クラフトテープを使いB5サイズの
オリジナルのかごを作ります。
日時 �7月27日（水）10：00～11：30
場所 �明越会館多目的室
対象 �小学生　定員 �先着で10人
費用 �会員800円、非会員1,000円
持物 �洗濯ばさみ10個
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、学校名、学年、電話番号、
会員・非会員を明らかにして三好
さんさんスポーツクラブへメール

里親養育体験発表会・里親サポ
ーター養成講座
愛知県豊田加茂児童・障害者相談セン
ター　☎0565-33-2211
　愛知県では、さまざまな事情により
自分の家庭で生活できない子どもたち
を家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解
を持って養育する里親を募集していま
す。里親の話を聞いてみませんか。
日時 �8月15日（月）10：30～
場所 �豊田市役所3階保健センター（豊
田市西

にしまち

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

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

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

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

国民健康保険高齢受給者証の
更新
保険年金課  ☎32-8011  N34-3388
　7月は、1年ごとの高齢受給者証の
更新時期です。現在お持ちの高齢受給
者証の有効期限は7月31日（日）です。
7月下旬に新しい高齢受給者証を郵送
しますので、8月1日からは新しい高
齢受給者証をご利用ください。なお、
新しい高齢受給者証は、現在のオレン

ジ色から白色に変わります。古い高齢
受給者証は、有効期限後に各自で破棄
してください。
対象 �70～74歳の国民健康保険加入者

後期高齢者医療コールセンター
のご案内
保険年金課  ☎32-8016  N34-3388

　愛知県後期高齢者医療広域連合では
後期高齢者の保険料と保険証に関する
コールセンター（電話窓口）を開設しま
す。保険料の算定方法や保険証の負担
割合などについては、コールセンター
へお問い合わせください。

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

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

認知症介護家族交流会「ひまわ
りの会」
長寿介護課��☎32-8009  N34-3388
　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人はいませんか。
�介護の不安や困りごとを相談し、交
流できる事業です。
内容 �腹が立った時どうする？　認知症
介護の知恵袋

日時 �7月22日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201会議室
講師 �認知症の人と家族の会の尾

お の う ち

之内直
なお

美
み

さん
対象 �家族を介護している人
申込 �不要。当日、会場へ直接

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

▲吉
よしだ
田智

とも や
也医師

ホームページ

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

　高齢者や障がいのある人がその人ら
しく地域で生活していくことを支援す

る介護の仕事は、大切な役割を持って
います。皆さんが介護知識と技術を習
得し、地域における介護の担い手にな
っていただくことを目的に開講しま
す。なおこの事業は、社会福祉協議会
の会費と赤い羽根共同募金の配分金を
活用して助成します。
日時 �9月7日～10月27日の水・木曜日9：
30～16：30（カリキュラムにより
時間変更あり）

場所 �福祉センター3階大ホール
対象 �介護の仕事を目指す人、福祉ボラ

ンティアをしている人、またはそ
れらに関心がある人

定員 �先着で20人
費用 �市内在住31,350円、市内在勤
36,575円、市内在学41,800円、

　　その他52,250円
※別途テキスト代7,124円が必要です。
申込 �7月15日（金）～8月19日（金）に
申込書（ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し社
会福祉協議会へファクス、または
直接

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

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

7月8日（金）・18
日（祝）・28日（木）
14：00～15：30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包
括支援センター
☎33-4177

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、歌、健
康体操など

7月28日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔寿
会ケアハウス寿睦
苑（福谷町寺田4）

無料
きたよし地域包
括支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師や保
健師などによる相談

7月14日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包
括支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健師や社
会福祉士などによる相談（26日
は「懐かしい曲の音楽会」を開催
します。詳細は下記参照）

7月26日（火）
10：00～11：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

みなよし地域包
括支援センター
☎33-3502

7月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催していま
す。認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。

※オリーブは、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

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

シスターズ
ister's♩　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

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

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

認知症カフェオレンジ茶房で「懐かしい曲の音楽会」を開催します

ホームページ



30 広報みよし　2022年 7月号

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

4月

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

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

手当の
名称 対象者 手当額

（月額） 加算対象 加算額
（月額） 支払月

特
別
障
が
い
者
手
当

次のいずれかに該当する20歳以上の障がいがある人
※施設入所者または3カ月以上入院している人は対象外。また、在宅重度障
がい者手当との併給はできません。手帳区分はおよその目安であって、診断
書によって認定します。

特に重度な人には加算あ
り

5月、
8月、
11月、
2月

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

アイキュー

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

27,300円

身体障がい者手
帳2級以上かつ
IQ35以下

A種
6,850円

身体障がい者手
帳2級以上、ま
たはIQ35以下

B種
1,050円

障
が
い
児
福
祉
手
当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）
※施設入所者および障がいを事由とした年金受給者は対象外。また、在宅重
度障がい者手当との併給はできません。

特に重度な人（子）には加
算あり

5月、
8月、
11月、
2月

①�身体障がい者手帳1級（2級の一部を含む）の障がいがある
② IQ20以下
③�上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要

14,850円

身体障がい者手
帳2級以上かつ
IQ35以下

A種
6,900円

身体障がい者手
帳2級以上、ま
たはIQ35以下

B種
1,150円

在
宅
重
度
障
が
い
者
手
当
　

次のいずれかに該当する在宅の障がいがある人（子）
※施設入所者、または3カ月以上の入院している人は対象外。また、特別障
がい者手当、障がい児福祉手当との併給はできません。

加算なし

4月、
8月、
12月

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

1種
15,500円

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

2種
6,750円

特
別
児
童
扶
養
手
当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）を育てている人
※施設入所している人（子）は対象外。また、手当区分や手帳の等級・判定の
相互関係はあくまでも目安です。診断書などの内容によって手当額が異なる
場合があります。 4月、

8月、
11月

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

重度
52,400円

①�身体障がい者手帳3級（4級の一部を含む）の障がいがある
（一部）
②療育手帳B判定（IQ50以下）の障がいがある

中度
34,900円

み
よ
し
市
在
宅
心
身

障
が
い
者
扶
助
費

1年以上みよし市に住所があり、前年中の所得額が120万円
（扶養親族数によって異なる）以下で、身体障がい者手帳・療育
手帳・精神保健福祉手帳を持っている人
※施設（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援
施設、障がい児入所施設等の第1種社会福祉事業による施設）
に入所している人は対象外です。

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

7月、
11月、
3月
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健康・福祉
後期高齢者医療被保険者証など
の更新
保険年金課  ☎32-8016  N34-3388
　10月1日から後期高齢者医療制度
において医療費の窓口負担割合に2割
が加わるため、後期高齢者医療被保険
者証（保険証）の更新を今年度は2回行
います。現在お持ちの保険証（緑色）の
有効期限は7月31日（日）です。8月1
日から9月30日までの間は、7月中旬
に送付する新しい保険証（赤茶色）をお
使いください。10月以降は9月中旬
に送付する保険証（青色）をお使いくだ
さい。なお、ご自分の負担割合が変更
になるかどうかは、9月中旬に送付す
る保険証でご確認ください。
　後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証（減額認定証）を持って
いる人で、引き続き非課税世帯の人に
ついては、7月下旬に新しい減額認定
証を郵送します。課税世帯となった人
や世帯構成員に未申告の人がいる場合
は更新の対象外となります。
　新たに非課税世帯となった人で減額
認定証の交付を希望する人は、保険年
金課で申請してください。

育児講座「ベビーダンス」
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内
☎36-5722　N36-5108
　皆さんの参加をお待ちしています。
日時 �7月6日（水）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 ��3カ月～1歳の未就園児とその保
護者

定員抽選で15組　費用 1人15円
持物 ��使い慣れた抱っこ紐�
申込 ��6月22日（水）～29日（水）9：00～
16：00に親子の氏名、年齢、行政
区、電話番号を明らかにして、黒

笹地区子育て支援センターへ電話、
または直接

育児講座「親子ビクス」
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501
　親子で楽しく体を動かしましょう。
日時 �7月21日（木）10：00～11：00�
場所 �子育て総合支援センター
対象 1歳以上の未就園児とその保護者
定員抽選で15組　費用 1人15円
申込 ��7月7日（木）～14日（木）9：00～16：
00に、子育て総合支援センターへ
電話、または直接（日・月曜日を除
く）

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

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

ながさわ

澤省
せ い ご

吾さん
対象 �市内在住・在勤・在学でスポーツ指
導に興味がある人

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

こども陸上教室追加募集
なかよしクラブ��☎・N34-1771

　速く走るこつを楽しく身につけませ

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

※1人1回無料体験できます。
申込 �平日（月曜日を除く）13：00～17：00、
土・日曜日9：00～12：00、13：00～
17：00になかよしクラブ事務局ま

　　たはクラブマネージャーの出
いずはら

原裕
ゆ う じ

仁
　　さん（☎090-7033-2211）へ電話

オープンソフトテニス大会
ソフトテニス連盟　林

はやし さちお 
幸男さん

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

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

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

スポーツ協会総合体育大会
ミックスダブルステニス大会
テニス協会　長

ながやま
山家

いえひさ
久さん　

☎090-3152-5986
内容 �男女混合ミックスダブルス（1セッ
トマッチ）

日時 �9月3日（土）9：00～（予備日10日
（土））

場所 �三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会登録者

費用 �1組�2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が必要です。
申込 �7月17日（日）までに長山さんへメ
ール（{i-nagayama@tim.hi-ho.
ne.jp）、または総合体育館へ直接

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

※9月～3月まで月2回開催予定です。
場所 �明知下公民館ホール
対象 �どなたでも可　定員 �各10人

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

費用 �受講料8,500円（年間）、年会費
4,000円（保険料含む）

※1人1回無料体験できます。
持物 �ヨガマット
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、電話番号を明らかにして
三好さんさんスポーツクラブへ電
話、メール、または直接

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

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

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

持物 �ヨガマット
申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に氏名（ふり
がな）、電話番号を明らかにして
三好さんさんスポーツクラブへ電
話、メール、または直接

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

教室名 内容 日時 会場 対象 定員 受講料 電子申請

幼児の親子
体操教室

親子で一緒にで
きる軽運動、親
のストレッチ運
動

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

柔道場

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

45組 1組
3,100円

幼児体育
教室

ボール・とび箱・
マット・鉄棒・大
縄跳びで楽しく
運動する

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

剣道場、
アリーナ

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

各65人 2,700円

スタンツ
教室

とび箱・マットで
楽しく運動する

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

剣道場、
アリーナ 小学1～3年生 40人 1,800円

成人スポー
ツ教室

ボクシングエク
ササイズで身体
を動かす

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

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

ホームページ

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

申込 �7月31日(日)までに次のいずれか
①�申込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サンネットで配布、ホームページから
ダウンロード可)に必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三好町池ノ原
1）（必着）、ファクス、直接。または市役所2階教育委員会、サンネットへ直接
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図QRコード参照）

スポーツ

ホームページ

ホームページ



33QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

カローリング交流会
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

　氷上のスポーツ、カーリングをヒン
トに生まれた屋内競技のカローリング
の交流会を開催します。
日時 �8月20日（土）9：00～11：45（受
け付けは8：40～）

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学、市内で活動
しているグループ

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

※申し込み用紙はスポーツ課、教育委
員会、サンネットで配布します。

採　用
消防職員
尾三消防組合事務局総務課
人事係  ☎38-7202

職種 �消防職（消防業務）
対象 �平成6（1994）年4月2日以降に生
まれた人で、大学または高等学校
を卒業（令和5（2023）年3月卒業
見込みを含む）した人

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

選考 �筆記試験・個人面接・体力測定など
申込 �8月15日（月）～9月2日（金）の平日
に申込書（尾三消防組合事務局総
務課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入
し、尾三消防組合事務局総務課人
事係（東郷町大字諸

もろ
輪
わ
字曙
あけぼの
18）へ

本人が直接

伝言板
大豆栽培してみませんか
　日本は輸入大豆が95％です。自分
たちで栽培し、手作りの味噌につなげ
てみませんか。
内容 �7月中旬に種まき、12月中旬に収
穫、2月に味噌作りをします。

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

ながお
尾邦
くに
松
まつ
さん（☎

090-2137-8587）へ電話

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

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

※事前予約が必要です。
問合 ��みよし少年少女合唱団ブログ内お

問い合わせフォームまたは三
みやけ
宅敬

けい

子
こ
さんへ電話（☎090-6597-3366）

バドミントン教室
日時 ��8月13日・27日、9月3日・10日・
17日の土曜日13：30～16：00

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学で小学4年生
以上

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

問合 ��近
こんどう
藤綾
あや
さんへ電話（☎34-8558）

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

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

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

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

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

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

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

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

く ぼ や ま

保山
薫
かおる

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

ホームページ ブログ



8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（水）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 5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 16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、②2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（水曜日を除く）9：00～16：30 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 4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 10日・24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（火曜日を除く）9：00～17：00 教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（金）・22日（月）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 9日（火）9：00～、10：00～、11：00～
23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 9日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 10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（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
検便・水質検査 毎週火曜日（9日を除く）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：2,334人　市人口に占める割合：3.8%（令和4(2022)年6月1日現在）

記
後
集

編

  （日本語の記事は裏表紙参照）

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

▶名古屋グランパスエイトの選手がサプライズで訪問した緑丘小学校へ取
材に行きました。お昼の校内放送で、放送委員となった選手の「今からみ
んなに会いに行きます」との声にも子どもたちはキョトンとしていました
が、選手が教室に登場するとたちまち笑顔に。自分の小学生時代に小学校
に力士が訪れその迫力に感激したことを思い出しました。この日のことが
子どもたちにとって良い思い出として残るといいなあと思いました。（め）

三
みよしいけ

好池まつりを開
かいさい

催します

Comitê Executivo do Miyoshi Ike Matsuri
☎0561-32-1143  
Associação de Turismo de Miyoshi
☎0561-34-6000
▶Quando= 6 de agosto (sábado) das 18：40 às 20：30 (O evento 
acontecerá em caso de chuva leve e será cancelado em caso de tempo tempestuoso. Não haverá 
adiamento.)
▶Onde= Lago Miyoshi
▶Conteúdo= 7 barcos com 401 lâmpadas iluminarão o lago Miyoshi, que será decorado com uma 
variedade de fogos de artifício, incluindo fogos de artifício submarinos que criam um grande arco de luz 
na superfície da água e outros fogos de artifício que são lançados do centro do lago. A cena nos convida, 
os espectadores, para um mundo de fantasia. Por favor, aproveite a "Festa do Céu Noturno e da Água".

Miyoshi Lake Festival Executive Committee
☎0561-32-1143  
Miyoshi Tourism Association
☎0561-34-6000
▶Date and time= August 6 (Sat.) 18：40 – 20：30 (Festival will take place in light rain, but it could be 
cancelled in the case of severe weather, with no postponement)
▶Location= Miyoshi Lake
▶Contents= Seven boats decorated with 401 lit paper lanterns are set afloat on Miyoshi Lake, while 
various and colorful star-mine fireworks paint enormous arcs of light across the surface of the water or 
are launched from the center of the lake. These sights and sounds will immerse you in a world of fantasy. 
Please look forward to the upcoming “Night Sky and Water Pageant” (Yozora to Minamo no Kyoen)

Miyoshi Lake Festival Will Be Held

Realizaremos o Festival Miyoshi Ike Matsuri

35



三
好
池
ま
つ
り

三
好
池
ま
つ
り

　月　 日（土）　月　 日（土）18：40～20：3018：40～20：30
※小雨決行・荒天時中止、順延はありません。※小雨決行・荒天時中止、順延はありません。

401個の提灯がともされた7401個の提灯がともされた7艘艘
そうそう

の提灯舟が三好池を巡り、水の提灯舟が三好池を巡り、水
面に大きな光の弧を描く水中スターマインや池の中央から打面に大きな光の弧を描く水中スターマインや池の中央から打
ち上げられるスターマインなど、さまざまな花火が三好池をち上げられるスターマインなど、さまざまな花火が三好池を
彩ります。「夜空と彩ります。「夜空と水水

み な もみ な も
面面の饗宴」をお楽しみください。の饗宴」をお楽しみください。

【注意事項】
会場周辺の駐車場は数が少ないため、サンアート
駐車場・トヨタ自動車株式会社明知工場駐車場を
ご利用ください。シャトルバスを運行します。

観光協会（産業課内）観光協会（産業課内）☎☎34-6000　34-6000　NN34-418934-4189

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 7月4日（月）、8月1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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