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今月号の表紙
　7月14日、三好高校の生徒
など約150人で行われた「三
好高校スクラム作戦」。手作
りの横断幕やプラカードを掲
げて、通行するドライバーに
交通安全を呼びかけました。
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特 集 2050年 ゼロカーボンシティ実現に向けて



　CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量をできるだけ削減した上で、
削減しきれなかった分を植林や森林管理などによりCO2を吸収することで
差し引き合計を実質的にゼロにすることです。市全体で排出されるCO2排
出量は年間約96万t※であり、そのうち家庭からの排出量は年間約6.3万t※で
す。日本の基準年である2013年度の排出量と比較すると市全体で約12％を
削減。2050年までに家庭でカーボンニュートラルを実現するためには、市
民一人当たり約1,027kgの削減が必要です。

　※2019年度現在・環境省自治体排出量カルテより

ゼロカーボンシティ
2050

年

環境課　ゼロカーボン推進室　☎32-8018  N76-5103

実現に向けて

　地球温暖化が問題となっている今、ニュースなどで耳にすることがある「ゼロ
カーボンシティ」や「カーボンニュートラル」。聞いたことはあっても、それがどう
いった意味なのかを知らない人もいるのではないでしょうか。実は私たちの生活に
深く関係し、未来のみよし・地球にとても重要な取り組みなのです。
　今月の特集では、ゼロカーボンシティ、カーボンニュートラルといった言葉の意
味や、ゼロカーボンシティ実現に向けて私たちにできること、市の取り組みなどを
紹介します。みんなでみよしの未来・地球の未来について考え、できることから取
り組んでいきましょう。

出典：環境省ホームページ（https://ondanka
taisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/)

ゼロカーボンシティって何？

カーボンニュートラルって何？

市全体で排出されるCO2排出量

109万t
96万t

2013年度 2019年度

約12％
削減

　地球温暖化の主な原因である温室効果ガスのう
ち、その大半を占める二酸化炭素（CO2）の排出
量を、2050年に実質ゼロにすることを目指す自
治体のことをいいます。市は2019年12月に「ゼ
ロカーボンシティ宣言」をしました。
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① 2015年12月にフランスで行われた気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で、2020年以降
の地球温暖化対策に関する国際的な枠組み「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」では、人
間の経済活動から排出される温室効果ガスによって引き起こされる地球全体の平均気温上昇
を、経済活動が活性化し人為的な地球温暖化が起きる産業革命前と比べて「2℃未満（できれば
1.5℃）に抑える」という目標について、全196カ国・地域により合意されました。

② 2018年10月の国連の政府間組織である気候変動に関する政府間パネル（IPCC）で、世界の平
均気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには、2030年までに2010年比で温室効果ガスを45％
削減し、2050年までには実質ゼロにする必要があることが示されました。

③ 2020年10月の国会において、当時の菅
すが

内閣総理大臣が「日本は2050年までに温室効果ガス
の排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル実現を目指す」こと
を宣言しました。

みんなでゼロカーボンシティを考えよう！
　2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた意見交換のため、ワークショップを開催します。

●対　　象　市内在住・在勤・在学で、2回とも出席できる人
●開催日時　第1回　8月28日（日）14：00～16：00
　　　　　　第2回　9月11日（日）14：00～16：00
●開催場所　市役所３階研修室
●申し込み　8月15日（月）までに申込用紙（環境課で配布、ホームページからダウ
　　　　　　ンロード可）を郵送、ファクス、メール（{kankyo@city.aichi-miyoshi.
　　　　　　lg.jp)または環境課へ直接

▲過去に開催されたワーク
ショップの一例

ホームページ

　①太陽の日射により地上が温まる
　② 地上から逃げ出そうとする熱を温室効果ガスが吸収し

て温かさを保つ→「温室効果」といいます
　③人間の活動などにより、温室効果ガスの濃度が上がる
　④温室効果が強まり、気温が上昇する

どうして2050年なの？

●内　　容　第1回「ゼロカーボンを知ろう」
　　　　　　　地球温暖化を取り巻く現状や環境問題について学び、国や自治体が行っている取り組みを知る
　　　　　　第2回「ゼロカーボンを実現するための取り組みを考えよう」
　　　　　　　グループディスカッションでゼロカーボンを達成するための取り組みを考え、市に期待する施策や
　　　　　　　事業について話し合う

地球温暖化のメカニズム地球温暖化のメカニズム

私たちの生活に大きな影響があります

地球温暖化が進むと…？
　●海面の上昇
　●異常気象の頻発化
　●砂漠化の拡大
　●水資源不足や農業生産量減少など
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私たちにできることは？
　私たちが1年間に排出するCO2排出量は、1世帯当たり約2,640kgです。

（環境省　2020年度家庭部門のCO2排出実態統計調査より）
　少しでもCO2排出量を削減するために、私たちにできることは何がある
でしょうか。　

世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量・構成比▶

電気電気
67%67%

都市ガス
15%

LPガス
9%

灯油
9%

【条件】9時間／日稼働、電気代（25.51円／kWh）で計算
●エアコンの設定温度を1℃上げる
　→約13.2kgのCO2排出量削減（夏季期間（120日）で電気代約830円の節約）
●エアコンを使用する前にフィルターの掃除をする
　→約3.1kgのCO2排出量削減（夏季期間（120日）で電気代約200円の節約）
●10年前のエアコン（8畳用）を省エネエアコン（8畳用）に買い替える
　→約12.2kgのCO2排出量削減（夏季期間（120日）で電気代約770円の節約）

エアコンの使い方エアコンの使い方

【条件】 １世帯当たりの年間電気消費量4,239kWh※かつ１世帯当たりの太陽光
発電システムの年間発電量5,300kWh※で、電気代（25.51 円／ kWh）
で計算　　　　　　　　　　　　     　　

●  太陽光発電設備と蓄電池を設置する
　→ 1世帯の年間電気消費量全てを賄うことができ、約1,700kgのCO2排出
　量削減（電気代約100,000円の節約）

太陽光発電設備と蓄電池の設置太陽光発電設備と蓄電池の設置

【条件】走行距離（10km／回）、自家用車（燃費20km／L）で計算
●移動をする際に、さんさんバスなどの公共交通機関を利用する
　→１回当たり約1.2kgのCO2排出量削減

さんさんバスなどの公共交通機関の利用さんさんバスなどの公共交通機関の利用

【条件】 普通自家用車（燃費 9km／L）から低公害車（燃費21km／L）
へ切り替え、走行距離（10km／日）、ガソリン代（160円／
L）で計算

●低公害車に買い替える
　→年間約354kgのCO2排出量削減（ガソリン代約24,000円の節
　約）

低公害車の活用低公害車の活用

※環境省統計調査より
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市の取り組み
　エネルギーを地産地消することの大切さを感じてもらい地球温暖化防止を
促進するため、市では以下の取り組みを行い、また補助制度を設けています。

　個人が住宅用で使用することを目的として新規に購入・設置した太陽光発電シス
テムの経費に対して補助します。
【補助金額】太陽電池モジュールの出力値合計（kW）×40,000円（上限20万円）
※太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW未満のものが対象です。
【申請】システムの設置完了日から180日以内に、必要書類を添えて環境課へ申請
してください。

住宅用太陽光発電システムへの補助制度

◆家庭用燃料電池システム（補助対象経費の10％で、上限15万円）
◆家庭用エネルギー管理システム（H

ヘ ム ス
EMS）（補助対象経費の10％で、上限1万円）

◆ネット・ゼロ・エネルギーハウス（Z
ゼ ッ チ
EH）（定額40万円）

など、さまざまな補助制度があります。詳しくはホームページをご覧ください。

　個人または事業者が購入・リースする低公害車に対して補助します（新車に限る）。
【補助金額】車両本体価格の5％で、上限は次のとおり
　●燃料電池自動車…上限35万円
　●プラグインハイブリッド自動車および電気自動車…上限15万円
　●超小型電気自動車…上限5万円
【申請】車両の新規登録後に、必要な書類を添えて環境課へ申請してください。

低公害車への補助制度

2022年7月1日から、低公害車のリース契約も補助対象となりました
※ただし、2022年4月1日以降の新規登録車両に限ります。

　個人が住宅用で使用することを目的として新規に購入・設置した家庭用蓄電シス
テムの経費に対して補助します。
【補助金額】補助対象経費の10％（上限15万円）
【申請】システムの設置完了日から180日以内に、必要書類を添えて環境課へ申請
してください。

家庭用蓄電システムへの補助制度

ホームページ

2050年にゼロカーボンシティを実現するために、市民の皆さんと一緒にカーボンニュートラル
なまちづくりを目指します。
一人一人ができる活動を通して「環境に優しいまち　みよし」を築いていきましょう。

　市役所庁舎、みよし市民病院、サンライブ、おかよし交流センター、カリヨンハ
ウスへ太陽光発電システムを設置し、エネルギーの自給自足に努めることでゼロ
カーボンシティの実現に向けて取り組んでいます。

公共施設へ太陽光発電システムを設置 ▼太陽光発電システム
（おかよし交流センター）
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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
  第28回三好いいじゃんまつり  観光協会　産業課内  ☎34-6000  N34-4189

　みよし市が一年で一番盛り上がり、にぎやかにな
る日が３年ぶりにやってきます。およそ1,150人、
25の個性的なグループが、色とりどりの衣装を身
にまとって踊ります。夏の思い出作りに、皆さんお誘い合わせ
の上、ぜひお越しください。
日時 �8月20日(土)17：00～21：00
※少雨決行・荒天時中止です。中止の場合のみ、まつり当日の
15：00以降にホームページでお知らせします。
場所 �三好稲荷閣周辺道路　
※当日は交通規制があります。詳しくはホームページをご覧く
ださい。また8月17日（水）から機材設置のため、市役所正面
駐車場の一部が利用できなくなります。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

　三好いいじゃんまつりと併せて、ナイトマーケットを今年も開催しま
す。体験ブースやキッチンカーなど、さまざまなお店が出店しますので、

【ナイトマーケット】

　三好いいじゃんまつりおよび館内整理
のため、8月20日（土）は中央図書館を臨
時閉館します。生涯学習センターの有料
施設は利用できません。トイレは利用可
能です。

生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114

サンライブ臨時閉館

ぜひお越しください。また椅子やベンチも設
置しますので、飲食をとっていただくなど、
お祭りの休憩所としてもご利用ください。
日時 �8月20日(土)17：00～21：00　
場所サンライブ西側向かいの駐車場
※開催は三好いいじゃんまつりに準じます。

踊りグループ一覧（スタート順）
あざみワンダース　本

ま じ
気レンジャー三好中　南中魂～O

ワ ン
NE�T

チ ー ム
EAM～　新屋おどらんきゃー　いいじゃん踊り隊イオン

三好　天王小ビクトリーズ　J
ジェイエー
Aあいち豊田こめった食

ク ラ ブ
LOVE　T

チ ー ム
eam�寿

じゅじゅじゅ
寿寿　笑

わらおか
丘　ザ・ファイト平池　福谷舞

まいらっく
楽　三

好上&キッズ　嬉
うっきっきー
喜輝　みよし市ジュニアリーダークラブ　旭ファイターズ　ウエスト・ワン・カラーズ　明知上ヮ・ワ・

ワ！　いいじゃん愛知県　ダンススタジオソッテ　生き活き寿
ことぶきれん
連　グリーンモンスターズ　ブルーリーブズ　ざ・うち

こしS
サ マ ー
ummer�m

メ イ ツ
ate's　イージャビスタ&クリアンサス東山　M

ミ ヨ チ ュ ウ
iyotyu47

ホームページ
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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

【駐車場】

　昭和47（1972）年から開催されていた「みよし
市体育祭」の名称を、今年から「みよしスポーツ
祭」に変え、内容をリニューアルします。皆さん
ぜひお越しください。
日時 �10月9日（日）8：30～12：30
※雨天中止です。中止の場合のみ、スポーツ祭前日の正午
にホームページでお知らせします。
場所 �三好公園運動施設（陸上競技場、野球場、テニスコー
ト、芝生広場）、三好池

  みよしスポーツ祭　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

学びの森

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 野球場 会場

陸上競技場 三
好
池

総合
体育館

県
道
豊
田
知
立
線

天王小学校（臨時）100台
国道153号

⑤12台

⑦84台

⑧24台
②78台

⑩76台

③135台

④93台

…②③④⑤⑦⑧⑩および天王小学校校庭
駐車禁止区域（自主規制）

指定車両

指定車両

一般車両駐車場

⑥

①

芝生広場

【会場図】

【リニューアルの内容】
●�地区対抗競技は、「玉入れ」と「8の字縄跳び」を行い、
幅広い年代で楽しめる種目を実施。成績上位を表彰し
ます。
●�体験種目として、スポーツの分野で世界や国内の第一
線で活躍したトップアスリートを招き、スポーツ教室
を開催。一般公募により参加者を募集します。
●��体験ブースで、子どもから高齢者、障がい者まで、市
民がスポーツを楽しめる機会を作ります。
●�スポーツに関係する企業や団体が、ブースを設け PR
や物販を行います。

【体験種目】
　トップアスリートに直接指導してもらえるチャンスです。
対象 �市内在住・在学で、9ページのプログラムのとおり
費用 �無料
申込 �8月1日（月）～31日（水）にあいち電子申請・届出システ
ムで必要事項を入力（9ページのプログラム内QRコー
ド参照）

三好池

野球場

テニスコート 芝生広場

陸上競技場

軟式野球教室 陸上教室ソフトテニス教室

▲�金
かな
井
い
大
たいおう
旺さん（東京五

輪110mハードル準決
勝進出）

▲�浅
あさかわ
川陽

ようすけ
介さん（元世界

ランキング1位）
▲�山

やまさき
﨑武

たけ し
司さん（元プロ

野球選手。セ・パ両リー
グでホームラン王）

▲�市
いちかわ
川華

か
菜
な
さん（ロンド

ン五輪400mリレー出
場）

ホームページ

▲�キンボール ▲�ボッチャ

©GA�Link,�inc.
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区分 種目 時間 会場 対象 定員

開会式　　　
【式典音楽】
北中学校吹奏楽部

8：30～9：00 陸上競技場 - -

いきいきクラブ演技 いきいきクラブ体操 9：00～9：10 陸上競技場 - -

地区対抗競技 玉入れ 9：10～9：40 陸上競技場 - -

体験種目
※事前申し込みが必要
です。
【ソフトテニス教室】

【軟式野球教室】

【陸上教室】

ソフトテニス教室
【講師】
元世界ランキング１位
浅川陽介さん

��①9：40～10：30
��②9：40～11：20
��③9：40～11：20

テニスコート

�①�小学1～3年生と
その保護者（1人）

�②�中学1年生～高校
3年生の経験者

�③どなたでも可

�①�抽選で32人
（16組）
�②�抽選で60人�
�③�抽選で20人

軟式野球教室
【講師】
元プロ野球選手
山﨑武司さん

9：40～11：20 野球場 小学4年生以上
�抽選で100人
�程度

陸上教室
【講師】
オリンピック出場選手
金井大旺さん
市川華菜さん

�①9：40～10：30
�②10：30～11：20

陸上競技場
①小学1～3年生
②小学4～6年生

�①②抽選で50
�人程度

体験ブース
▶スタンプラリーをし
ながら種目を体験して
景品をゲットしよう。

ソフトテニス　ストラッ
クアウト
（なかよしクラブ）

9：40～11：20

テニスコート

どなたでも可 -

サッカー　シュートスピ
ード測定
（なかよしクラブ）

芝生広場
キンボール
（三好さんさんスポーツク
ラブ）

ボッチャ
（三好さんさんスポーツク
ラブ）

カヌー・Ｅボート
（みよし市カヌー協会）

三好池

地区対抗競技 8の字縄跳び 11：20～11：50 陸上競技場 - -

小学生演技
【出演】
天王小学校金管バンド部

11：50～12：10 陸上競技場 - -

閉会式 表彰式、総評 12：10～12：30 陸上競技場 - -

【プログラム】
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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

　本年度は、2年ごとの国民健康保険被保険者証（保険証）
の更新時期です。現在お持ちの保険証は、有効期限（令和
4（2022）年8月31日）を過ぎると使用できません。対象者
には、8月中旬以降に新しい保険証を郵送しますので、9
月1日からは新しい保険証を医療機関などの窓口へ提示し
てください。
対象 �国民健康保険に加入する被保険者
【注意事項】
●�郵便物を自宅以外へ転送している場合、転送先へは送ら
れません。保険年金課へお問い合せください。
●�勤め先の健康保険などに加入している人で、まだ国民健
康保険の資格喪失の手続きを済ませていない場合は、健
康保険証、国民健康保険証、「マイナンバーカード」また
は「マイナンバーの分かる書類と身分証明書（顔写真付き
のもの）」を持参して、保険年金課で早急に手続きをして
ください。
�※郵送での手続きを希望する人は保険年金課へ相談してく
ださい。
●�古い保険証は有効期限後にご自分で破棄してください。

  国民健康保険被保険者証（保険証）の
  更新　
  保険年金課　☎32-8011　N34-3388

  生活困窮者自立支援金・住居確保
  給付金の申請期間延長
  福祉課　☎76-5190　N34-3388

  新屋児童館および西一色児童館の大規模改修工事に伴う閉館　
　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　コロナ禍における物価高騰などに直面している生活困窮世
帯に支給される、生活困窮者自立支援金と住居確保給付金の
申請期間が、8月31日（水）まで延長されました。
申込 �くらし・はたらく相談センター（☎33-5020）へ直接

　新屋児童館および西一色児童館は、施設の大規模改修工
事のため、下記の期間閉館します。
期間 �9月1日（木）から令和5（2023）年3月31日（金）まで（予
定）

ホームページ

▲新屋児童館（三好町池ノ原1-21） ▲西一色児童館（西一色町池ノ内17）

※工事の進捗状況により、閉館期間を変更する場合
があります。詳しくは、ホームページでお知らせし
ます。
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  現況届・所得状況届の提出を忘れずに　
  福祉課　☎32-8010　N34-3388　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

対象  ①特別障がい者手当、②障がい児福祉手当、③特別児童
扶養手当、④愛知県在宅重度障がい者手当、⑤児童扶養
手当、⑥愛知県遺児手当、⑦みよし市遺児手当

申請 �①～③は9月12日（月）まで、④は8月31日（水）までに福
祉課へ郵送または直接。⑤～⑦は8月31日（水）までに子
育て支援課へ直接（⑦のみの場合は郵送可）

　次の手当を受けている人は、毎年8月に現況届や所得状
況届などの必要書類を提出し、受給を継続するための手続
きが必要です。
　手続きに関する通知を8月上旬までに郵送します。提出
がない場合は、①～④の手当は8月分以降が、⑤～⑦の手
当は11月分以降が受けられなくなりますのでご注意くだ
さい。

  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8月10
日（水）11：00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。

8月10日（水）　11：00

人口�����61,371人（＋38人）

男性�����31,470人（＋20人）

女性�����29,901人（＋18人）

世帯数��25,320世帯（＋61世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和4（2022）年7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
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）

�2期：8月31日
�3期：9月30日

し尿汲取り手数料 下期：9月30日

　農業・商業・工業などの業務に精励し、他の模範となるような技術
や実績を有する人に贈られる勲章である黄綬褒章を、昌和合成株式
会社の梅

うめもと

本弘
ひ ろ き

樹さんが受章しました。梅本さんは長年にわたり射出
プラスチック成形の金型保全工に従事し、その卓越した知識・技能
が認められました。
　また、これまでに「あいちの名工」として愛知県知事表彰、「現代
の名工」として厚生労働大臣表彰なども受賞され、現在では「あいち
技の伝承士」として、社内外問わず金型・成形技能の指導、人材育成
に尽力されています。

  黄
おうじゅほうしょう

綬褒章受章報告会　産業課　☎32-8015　N34-4189
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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
  低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給　
　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対
して生活支援を行うため、国制度の給付金を支給します。

��　　　　　　

平成16（2004）年4月2日（障がい児の場合、平成14（2002）
年4月2日）～令和5（2023）年2月28日に出生した児童
　　　　　　

下記の①～③のいずれかに該当する人（左記のひとり親世
帯分の給付金が支給済みの人を除く）
①�令和4（2022）年4月分の児童手当受給者（公務員を除
く）または特別児童扶養手当受給者で、令和4（2022）年
度分の住民税均等割が非課税の人
②�令和4（2022）年5月分以降の児童手当受給者（公務員を除
く）で、令和4（2022）年度分の住民税均等割が非課税の人
③�上記①②以外の人で、下記の(1)または(2)のいずれかに
該当する人
(1)�令和4（2022）年4月分の児童手当受給者（公務員）または
平成16（2004）年4月2日～平成19（2007）年4月1日に
出生した児童のみを養育する人などで、令和4（2022）
年度分の住民税均等割が非課税の人

(2)�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、令和4（2022）年度分の住民税均等割が非課税であ
る人と同様の事情にあると認められる人（令和4（2022）
年1月以降の任意の1カ月の収入額を12倍して算出した
収入見込額が非課税相当収入限度額を下回る人）

※③について、申請者と配偶者のそれぞれの収入見込額が
非課税相当収入限度額を下回る必要があります。非課税相
当収入限度額については、ホームページをご覧ください。

①�または②に該当する人…不要（児童扶養手当または特別
児童扶養手当の受給口座に振り込み）
③�に該当する人…令和5（2023）年2月28日（火）までに、
申請書および収入見込額（所得見込額）の申立書（ホーム
ページからダウンロード可）に必要事項を記入し、子育
て支援課へ郵送または直接（支給要件を確認する書類と
して令和4（2022）年1月以降の給与明細書、年金支給
額が分かる書類、別居する児童を養育している場合はそ
の児童の世帯の住民票などが必要な場合があります）
　　　�
①に該当する人…6月30日（木）に支給済み
②または③に該当する人…審査後、速やかに支給

���　　　　　　

下記の①～③のいずれかに該当する人（右記のひとり親世帯
以外分の給付金が支給済みの人を除く）
①�令和4（2022）年4月分の児童扶養手当受給者
②�公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺
族補償など）を受給しており、令和4（2022）年4月分の児
童扶養手当の支給が全額停止されている人（児童扶養手当
受給資格者として認定を受けている人だけでなく、過去に
児童扶養手当を申請していれば、令和4（2022）年4月分
の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される人で、
令和2（2020）年の収入額が収入基準額を下回る人も対象）
③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準に
なっている人（児童扶養手当の支給が全額停止されている
人または給付金の申請期間内にひとり親になった人で、令
和2（2020）年2月以降の任意の1カ月の収入額を12倍し
て算出した収入見込額が収入基準額を下回る人）
※②または③について、対象者と生計を同一にしている扶養
義務者などがいる場合は、その扶養義務者などの収入（見込）
額が収入基準額を下回る必要があります。収入基準額につい
ては、ホームページをご覧ください。

①�に該当する人…不要（児童扶養手当の受給口座に振り込み）
②�または③に該当する人…令和5（2023）年2月28日（火）ま
でに、申請書および収入見込額（所得見込額）の申立書（ホ
ームページからダウンロード可）に必要事項を記入し、子育
て支援課へ郵送または直接（支給要件を確認する書類とし
て申請者などの戸籍謄本、給与明細書などが必要な場合が
あります）
　　
①に該当する人…6月30日（木）に支給済み
②または③に該当する人…審査後、速やかに支給

ホームページホームページ

給付額　児童1人につき5万円

国制度の給付金を受け取っていない人へ
　国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
の対象とならない、住民税均等割のみ課税の子育て世帯
に、市独自の支援金を支給します。詳細が決定次第、ホー
ムページなどでお知らせします。

■ひとり親世帯 ■ひとり親世帯以外

所属
（担当）

みよし市役所広報情報課 本田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021

重要項目チェック項目　※特に注意して確認をお願いします。
□ 連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス）
□ 日時・曜日・場所
□ 氏名（ふりがな）・団体名・名称

支給対象者

支給対象者

対象児童

申請

申請

支給日

支給日
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　信号機のない横断歩道を歩行者が渡るとき、車両に一時停
止を促し安全に横断するため、横断者安全明示装置（ぴかっ
とわたるくん）を市内２カ所に設置します。

8月1日（月）

①ボタンを押す
　ボタンを押すと裏表両面にあるLED灯が点滅します。
②左右の車両の停止を確認する
　左右の確認をし、運転手と目を合わせましょう。
③横断歩道を渡る
　止まってくれた運転手に「ありがとう」を伝えて、手をあげ
ながら横断歩道を渡りましょう。

  横断者安全明示装置の設置　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

  感震ブレーカーの設置費を補助します　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　感震ブレーカーのうち、分電盤タイプと簡易タイプ（おも
り式・バネ式）の設置費の補助をします。
補助 �感震ブレーカー購入および設置費用の2分の1。分電盤
タイプは20,000円、簡易タイプは2,000円が上限

対象 �市内に現在居住、または居住しようとしており、住宅に
感震ブレーカーを設置する人

※申請は1世帯1回1個までです。

感震ブレーカーとは？　�　ある一定以上の揺れを感知すると自動的に通電を遮断する装置です。通電火災
（地震発生後の停電が復旧した際に、破損した電化製品がショートするなどして火
災が発生すること）を予防する効果が期待できます。 ホームページ

申込 �8月1日（月）～令和5（2023）年3月31日（金）に右記の提
出書類を持参して防災安全課へ直接

●�分電盤タイプ…①見積書の写し、②設
置を予定している感震ブレーカーが一
般社団法人日本配線システム工業会の
感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007
付2）の規格で定める構造および機能を有する製品であ
ることを証明するカタログなど
※設置後に実績報告書などを提出していただきます。
●�簡易タイプ…①設置後の写真、②領収書の写し
※簡易タイプは設置後の申請が可能です。

至　中
部小学

校→

三好上児童館

すみれ保育園

←至　天王小学校

国道153号

南台

三好池

※ぴかっとわたるくんは信号機ではありません。横断歩道
を渡る前に、車両の停止を確認しましょう。

▲三好町上地内 ▲三好町東山地内

ホームページ渡り方

運用開始日

設置箇所

提出書類



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

ホームレスの人権ホームレスの人権

【路上（野宿）生活をするようになった主な理由は何ですか？】

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

　やむを得ない事情でホームレスとなり、路上生活など
を余儀なくされている状況にある人々がいます。会社の
倒産や失業などが原因で働くことができずに収入がなく
なり家賃が払えない、家族との離別・死別など、事情は
さまざまです。
　高齢や健康状態の悪化などにより仕事に就くことが難
しい、また家族や親族との連絡が途絶えており、連帯保
証人が見つからないために住宅を借りることができない
など、自立の意思がありながらも、社会復帰が容易にで
きないという問題もあります。またホームレスの人々に
対する偏見・差別意識による近隣住民などからの嫌がら
せや、心ない人による暴力事件が発生するなど、人権を
侵害する事例が後を絶ちません。
　このような中、差別や偏見などに起因する地域社会で
の問題の解消とホームレスの人々への自立支援を目的と
して、平成14(2002)年に「ホームレスの自立の支援等

に関する特別措置法」が制定されました。さらにホーム
レスの人々を含めた生活困窮者に対してさまざまな支援
を実施するために、平成27(2015)年に「生活困窮者自
立支援法」が施行され、これらの法に基づき自立に向け
た支援が進められています。
　しかしホームレスの人々の自立を社会全体が受け入
れ、健康で文化的な生活を送ることができるよう支援し
ていくためには、社会福祉政策の充実だけでなく、私た
ち一人一人がホームレスの人々に関する問題について正
しく理解し、人権への理解を深めることが何よりも大切
です。

資料：厚生労働省「令和3（2021）年度　ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」（複数回答）

借金取立により家を出た
アパート等の家賃が払えなくなった

家族との離別・死別
病院や施設等から出た後行き先がなかった
差し押さえによって立ち退きさせられた
ホテル代、ドヤ代等が払えなくなった

契約期間満了で宿舎を出た

その他

  3.0％

  1.1％
  5.3％

  2.7％
  13.2％

  1.5％

  6.9％

  8.5％

  21.2％
飲酒、ギャンブル

0 10 205 15

上記以外の理由で収入が減った
人間関係がうまくいかなくて、仕事を辞めた

労働環境が劣悪なため、仕事を辞めた
病気・けがや高齢で仕事ができなくなった

仕事が減った
倒産や失業

25

  22.9％
  24.5％

  14.3％
  5.5％

  18.9％
  1.6％

家庭関係の悪化   7.9％

30
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プラスα

【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
　市では年に1度、ホームレス調査を行っています。例
えば市内の公園など、ホームレスの人々がいる可能性が
ある場所などを調査し、状況の確認などを行っていま
す。また生活困窮者への相談窓口を「くらし・はたらく相
談センター」に設置しています。
　さらに偏見や差別意識を取り
除き、ホームレスの人々が置か
れている状況や自立支援の必要
性について市民の皆さんの理解
を促進するため、パンフレット
の配布などを実施しています。

　ホームレスの人々の自立のきっかけとして、地域の人
に声をかけてもらうなど、人の優しさに触れることで前
向きになることができ、再就職するなど新たな生活を
送っているケースもあります。しかし現実には、ホーム
レスの人々が偏見や差別の対象となり、嫌がらせや暴力
を受けるなど、人権侵害の問題が後を絶ちません。この
問題は「命」に関わる問題であり、市民の皆さんも無関心
ではなく、ホームレスの人々の人権に目を向けて欲しい
と思います。ホームレスの人々の自立を社会全体が受け
入れ、偏見や差別意識を解消し、人権意識の高揚を図る
とともに、ホームレスの人々の人権に配慮していくこと
が必要です。

●人権擁護委員のひとこと

　ホームレスの人々が暴行されたというニュース
が時々流れます。暴行した理由として「ホームレ
スの人々は社会に貢献していない、町の美観が損
なわれる。だから暴行した」。このように自分の
考えと違う人の存在を否定しようとする人がいま
す。なぜなのでしょう。まだ社会の中で人権意
識が低いためだと思います。人権意識を高めるた

松
まつうら

浦　喜
き し ち

七さん

めにはホームレスの
人々も、自分にも他
人から侵されない人
権があることを理解することが大切です。自分の
人権を侵されるのが嫌なら他人の人権を侵しては
いけません。自分の人権もホームレスの人々の人
権も対等だという意識を高める必要があります。

【あなたはホームレスに関し、現在どのような人権問題が起きていると思いますか？】

市民の皆さんへのお願い

近隣住民や通行人等から暴力を振るわれること

差別的な言動をされること

その他

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

アパート等への入居を拒否されること

近隣住民や通行人等から嫌がらせを受けること

わからない

特にない

経済的に自立が困難なこと

じろじろ見られたり、避けられたりすること
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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））
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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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　防犯や防災などの安全意識の高揚を図ると
ともに、ごみのないきれいなまちづくりなど
環境美化を推進し安全で安心できる住みよい
まちづくりの実現を目的に行われました。交
通や生活安全、環境美化の推進に尽力した個
人や団体に感謝状が、市内の小・中学生によ
る習字とポスター作品の入賞者には表彰状が
それぞれ贈呈されました。

　市と連携してSDGsの推進に向けた取り組み
を実施する企業や団体の29団体に登録証を授
与しました。みよし市SDGs推進パートナー
制度はSDGs推進体制の強化や持続可能なま
ちづくりの実現につなげることを目標に創設。
授与式で小

おやま 
山祐

たすく
市長は「これをきっかけに横の

連携を強め、楽しく無理なくSDGsを進めて
いってください」とあいさつしました。

　小・中学生が日頃の生活を通じて感じてい
ることや実践していることを広く訴えること
で、社会性や自主性を培うことを目的に開催
されました。市内の8小学校と4中学校の代
表者12人が家庭や学校生活、世界情勢など
さまざまなテーマについて堂々と力強く発
表。保護者をはじめ会場を訪れた人は素直で
率直な言葉に熱心に耳を傾けていました。

少年の主張みよし市大会
6月18日（土）サンアート

安全なまちづくり推進大会･
環境美化推進大会
6月11日（土）サンアート

SDGs推進パートナー登録証
授与式
6月30日（木）サンアート



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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　交通安全への意識の高揚と知識の向上を図
り、高齢者の交通事故を防止しようと行われ
たこの教室。一般社団法人愛知県トラック協
会の皆さんが講師を務め、運転実技、視野検
査、トラック乗車体験を実施しました。参加
した女性の一人は「左側の視野が狭くなってい
たので、巻き込み事故を起こさないようによ
り一層気をつけたいです」と話していました。

　卒業を控えた小学6年生と中学3年生の児
童生徒に学校生活の思い出にしてもらおうと
3年ぶりに行われました。愛知県立芸術大学
管弦楽団の皆さんがボレロなどの曲を演奏。
児童たちは普段耳にすることがあまりないオ
ーケストラの生演奏を真剣に聞いていました。
児童の一人は「音の迫力がすごかったです」と
コンサートを満喫した様子でした。

高齢者交通安全実践教室
6月24日（金）中部トラック総合研修センター

　0～2歳児の30人が参加し、初めに先生の
手作りのパネルシアターで織姫と彦星の話を
聞きました。続いて先生が「みんな仲良く過
ごせますように」「元気に大きくなりますよう
に」など、園児たちへの願い事が書かれた短
冊を発表。園児たちは短冊が飾られた七夕飾
りを見ながら「たなばたさま」「きらきら星」を
元気よく合唱していました。

七夕会
7月7日（木）キッズハウスみよし

小中学生思い出コンサート
7月8日（金）サンアート
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

西
にしかわ

川 鈴
す ず の

乃ちゃん
パパが大好きな鈴乃ちゃん。
大きくなってもパパっ子で
いてね。  〔三好町〕

3 歳

加
か と う

藤 帆
ほ の か

乃華ちゃん
お歌とパパの鬼ごっこが大
好きなほのちゃん。いつも
ありがとう♪　〔三好町〕

2 歳

深
ふ か だ

田 大
たいぜん

善くん
ちびっこたいたん♡　沢山
遊んでもりもり食べて大き
く育ってね♡　〔福谷町〕

髙
たかはし

橋 蓮
れ ん や

矢くん
甘えん坊な蓮くん。1歳お
めでとう。すくすく元気に
育ってね。　〔根浦町〕

1 歳

大
おおたけ

竹 和
わ か ば

果花ちゃん

3歳おめでとう‼　たくさ
ん食べて大きくなってね☆

〔三好町〕

3 歳

榎
えのはら

原 颯
は や せ

星くん
いつも笑顔な颯星くん★　
お姉ちゃんと元気に逞しく
育ってね♡　〔明知町〕

1 歳

西
にし

 紬
つむぎ

くん
2歳おめでとう♡　これか
らも元気いっぱいでおおき
くなってね！　〔三好町〕

2 歳

加
か と う

藤 光
み つ き

希ちゃん
我が家のアイドルみーちゃ
ん♡　1歳おめでとう！　
大好きよ♡　〔黒笹いずみ〕

1 歳

8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】8月8日（月）必着
【7月号の正解】③（応募56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 10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  8月17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

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。

今月の市政ニュース（8・9ページ）を読んでね！ヒント

 問題昭和47(1972)年から行われていた「みよし市体
育祭」が今年からリニューアルします。その新しいイ
ベント名は次のうちどれでしょう。

2 歳

①みよし体育フェスティバル

②みよしオリンピック

③みよしスポーツ祭



19

我が家de食育 111
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。
問合健康推進課　☎34-5311　N34-5969

食生活健康推進員の愛称は「食
しょっけん

健さん」

食生活健康推進員会って？

　食健さんは現在15人で活動。地産地消の大切さを伝えたり、郷土
料理や行事食、食文化を継承したりといった食育活動、テーマを決め
てバランスを考えた献立を立案し調理実習を実施するなどさまざまな
事業を行っています。以下に事業の一部を紹介します。
●災害時に役立つパッククッキング体験　　　●親子クッキング
●市が開催する健康教室や保健フェスタなどの行事への協力
●レシピカードの作成　●食と健康に関する勉強会
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部事業を中止
しています。

食生活健康推進員考案レシピ

冬
とうがん

瓜とオクラの梅煮
～食欲のない時に。冷やしてもおいしい～

材料

・冬瓜…………150g
・オクラ………4本
・鶏ひき肉……50g
・梅干し………15g
・昆布だし汁…300ml
・酒……………大さじ１
・みりん………大さじ１
・片栗粉………大さじ１
・かつお節……１袋（3g）

作り方2人分

①�冬瓜は皮をむいて3~4㎝の角切りにする。
　　オクラは板ずりし、1㎝の輪切りにする。
②�梅干しは細かくほぐしておく。片栗粉は大さじ１の水で溶いておく。
③�鍋にだし汁を入れ中火にかけ、煮立ったら冬瓜を入れ、透き通るま
で煮る。

④③にひき肉、梅干し、酒、みりんを加え、2～3分煮る。
⑤��肉に火が通ったらオクラを入れ、水溶き片栗粉を加え、
　とろみをつける。
⑥器に盛り、かつお節をかける。

知って
います

か

みよし市　

どんなことをしているの？

食食生活健康推進員会

　地域における健康づくりの担い手として市民の食生活改善の案内を
行うとともに、食を通じて市民の健康増進を目指し、さまざまな活動
を行うボランティア団体です。会員である食生活健康推進員は市が主
催する「食生活健康推進員養成教室」を修了し「私たちの健康は私たち
の手で」をスローガンに自分や家族、地域を健康にするために日々活
動しています。
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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� 回想
作 者 名　伊

い ば
庭��靖

やす じ
二

受 賞� 1995年特選�
設置箇所　保田ケ池公園
制作意図　�人体を扱った彫刻は意図せずとも、その量から「あたたかさ」

のようなものを感じとることが出来るように思います。そし
てそれは人の「生きる」という根源的な問いかけに対していつ
くしみをもってこたえてくれているように思えます。

9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（土） ハロウィンの飾りを作ろう 13：30～15：30 コウモリやホーンテッドハウスを作って、リースに飾る。
全2回。先着で3人

4日(日)
琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可

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

10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

17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

傘の飾りを作ろう 13：30～15：00 折り紙でミニチュアの傘を作る。先着で3人

24日（土） 筆ペンをはじめよう 13：30～15：30 宛名を筆ペンで書く。筆ペンを持参。先着で3人

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

ハロウィンの飾りを作ろう
　松ぼっくりなどを使ってコウモリやホーンテッドハウス
を作り、リースに飾ります。ハロウィンに向けて準備しま
せんか。



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、20日（土）、25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

　　　　　　　　�　　　　　　　　木
きむら
村朗

さえ こ
子／作

　　　　　�　笠間書院　請求記号910.2／キ

平安貴族サバイバル

　平安時代。大きな戦の無い太平の時代。し
かし、その裏では出世と保身を賭けた貴族た
ちの壮絶な戦いがあった。天皇の寵

ちょうあい
愛を得る

べく、学者の娘をブレーンとして集め、時に
神頼み、ついには呪術に頼る―あの手この
手の貴族たちのサバイバルをさまざまなエピ
ソードで紹介します。

一般図書

きょうりゅうバスでとしょかんへ
リウ・スーユエン／文　石

いしだ
田稔
みのる
／訳

リン・シャオペイ／絵
世界文化社　請求記号E／リン

　おはなし会が大好きなきょうりゅうく
んは、館長さんに「としょかんバス」にに
んめいされました。きょうりゅうくんは
たくさんの本をのせて町や村をまわり人

絵本

図書館読書啓発事業 

日時 ���9月25日（日）10：00～12：00
場所 �サンライブ3階音楽室
対象 �小学3年生～中学生
定員 �先着で15人　費用 �無料
講師 �元児童書専門店勤務のM

マ ル シ カ
aRuSiKaさ

んと造形デザイン専門学校卒の魚
うおずみ
澄

さん
持物 �紹介したい本や絵本2～3冊、鉛筆、
色鉛筆、はさみ

申込 �8月24日（水）以降に、サンライブ2
階総合案内へ電話、または直接

他 �作成したポップは10月1日（土）～
28日（金）に図書館で展示、来館者の
投票によるコンテストを実施

小中学生のワークショップ

保田ケ池公園
　フィールドアスレチック
や全長約1kmの散策路など
を備えた人気の公園の南に
位置する新エリア。大きな
複合遊具や芝生広場、東屋
もあり、幅広い世代で楽し
むことができます。

気者になりました。きょうりゅうくんも本を読んでもらえてごきげん
です！

　本の面白さや魅力を伝
えるポップの書き方を教
えます。

本のポップをかいてみよう！
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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。

9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
9月14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 9月7日（水）まで

時間は予約時
にご案内しま
す。

歯 科 健 診
Exame odontológico 9月8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 9月1日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
9月12日（月） 令和3（2021）年8

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 9月5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

9月29日（木）
受付 9：50～
10：00

多胎妊婦、多胎児
（未就園児）とその
保護者

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

12組 9月22日（木）まで

健診名 日　程 備　考
3・4 カ 月 児 健 診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

9月13日（火）
● 健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届かなかった人はご連絡くだ

さい。
● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただし、

指定日前への変更はできません。
● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。

9月27日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

9月14日（水）

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

9月7日（水）
9月21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

9月5日・12日・26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
9月13日（火）  
受付 9：30～11：00 14人 おかよし交流センターにて保健師・歯科衛生

士・管理栄養士・助産師が相談に応じます
母 乳 育 児 相 談

Consulta sobre cuidados com a 
criança O leite de mamãe

9月26日（月）
受付 9：00～11：00 3人 助産師が相談に応じます。予約の際に相談内

容についてお聞かせください
発 達 育 児 相 談

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

9月5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

抽選で
15組

9月15日（木）
まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

11月11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

抽選で
各5組

10月14日
（金）まで

みよし市役所広報情報課 松田（内線5302） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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■9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

▲

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。

予約

4日（日） たつや整形外科クリニック
豊田市若林西町北山畑117 ☎0565-52-3300

11日（日）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

18日（日）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

19日（祝）山口胃腸科外科クリニック
豊田市大清水町原山108-3 ☎0565-46-2211

23日（祝）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

25日（日）
窪田整形外科リウマチクリ
ニック
豊田市本町高根12

☎0565-52-1631

　令和4（2022）年度の健診・検診期間は令和5(2023)年1月31日（火）までです。新型コロナウ
イルス感染症への感染の懸念から、健診・検診の受診控えをしていませんか。自覚症状が現れに
くい病気は少なくありません。2人に1人はがんになると言われていますが、早期がんは無症状
であることがほとんどです。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性がありま
す。10月以降は医療機関が混み合いますので、今の時期に健診・検診を受けましょう。

【健診】特定健診・後期高齢者健診（問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図）
【がん検診】肺、胃、大腸、前立腺、乳、子宮頸
【その他】骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エックス線検査、歯科健診など

令和4（2022）年度も健診・検診を受けましょう！
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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
住民票の写しなどの交付に係る
本人通知制度
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　住民票の写しや戸籍謄本などを本人
以外の第三者に交付した場合に、事前
に登録した人に対してその事実を通知
する制度を実施しています。これによ
り、住民票の写しなどの不正請求や不
正取得の早期発見などが可能になりま
す。
内容 �住民票（除票を含む）の写し、戸籍
（除籍を含む）の謄本・抄本・同附票
の写し、住民票または戸籍の記載
事項証明の種別・交付日・通数・請
求した第三者の種別の通知

※国や地方公共団体からの請求などの
場合は除きます。
期間 �登録日から3年間。希望により更
新も可能（手続きが必要）

対象 �市の住民基本台帳または戸籍に
記載されている人（過去に記載さ
れていた人）

申込 �次の書類をそろえて市民課へ直接
（サンネットは不可）

●�本人…本人確認書類（運転免許証・マ
イナンバーカード・パスポートなど）
●�代理人…代理人の本人確認書類と委
任状（委任状の様式は任意）

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧に関する実施状況の公表
市民課��☎32-8012  N32-8048
内容 �令和3（2021）年4月1日から令和
4（2022）年3月31日までの次の閲
覧状況の公表

●�閲覧の請求を行った国、または地方
公共団体の機関の名称、閲覧の申し

出を行った法人の名称および代表者
などの氏名
●�請求事由、または利用の目的の概要
●閲覧の年月日
●閲覧に係る住民の範囲
期間 �8月1日（月）～26日（金）
場所 �市役所1階市民課

個人事業税第1期分の
納税
愛知県豊田加茂県税事務所
☎0565-32-7482
　個人事業税の第1期分の納期限は、
8月31日（水）です。8月中旬に県から
納税通知書をお送りしますので、納期
限までに納付をしてください。
　納税通知書には第1期分と第2期分
の納付書が同封されますので、納付に
当たっては、納付書をお間違いのない
ようにご注意ください。詳しい納税方
法については、愛知県税務課のホーム
ページをご確認ください。

夏の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702
　8月1日(月)から10日(水)まで、夏
の安全なまちづくり県民運動が展開さ

れます。自動車盗などの盗難被害にあ
わないために、短時間でも車から離れ
るときは必ずエンジンキーを抜き、ド
アは施錠するなど注意しましょう。

【運動の重点】
●特殊詐欺の被害防止
●侵入盗の防止　
●自動車盗の防止
●子どもと女性の犯罪被害防止

「文芸みよし」の公募
文化協会　サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　文芸みよしの発刊に伴い、詩・エッ
セイ（800字以内）を公募します。
申込�8月31日（水）までに応募用紙（様
式は自由）に住所、氏名、年齢ま
たは年代、連絡先を記入の上、文
化協会（〒470-0224三好町湯ノ
前114）へ郵送、または直接

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

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月は二輪車運転者の交通事故死が年間で最も多い月※で
す。中でも速度超過による二輪車死者は全体の4割以上とな
っています。また8月は人身事故のうち速度超過による交通
事故件数が多くなる傾向があります。このため県警では速度

速度を落として運転しましょう

ホームページ

違反の取り締りを強化します。お出掛けの際は速度を落とし安全運転を
徹底するようお願いします。
　この時期は暑い日が続き体力の消耗が激しくなるので、疲れる前にこ
まめに休憩を取り、安全運転を心掛けましょう。
※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
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農地の適正管理
農業委員会��☎32-8015  N34-4189
　農業者の高齢化や後継者不足などの
理由により、耕作されない農地（遊休
農地）が増加しています。遊休農地が
増加すると雑草・雑木が繁茂し、病害
虫や火災の発生原因となる恐れがあり
ます。また有害鳥獣の発生や産業廃棄
物などの不法投棄の原因にもなると考
えられ、周辺農地や近隣住民に迷惑を
及ぼします。農業委員会では法律に基
づき、8月から10月までに市内全ての
農地の利用状況を調査します。調査の
ため、農地内へ立ち入る場合がありま
すがご理解とご協力をお願いします。
　農地を所有する人は、耕作や耕うん、
除草など適正な管理をお願いします。

町なかアートギャラリー
2022出品者募集
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp
石川家住宅　☎・N32-3711

　みよし市指定文化財石川家住宅内の
主屋、座敷、井戸場、東蔵で自作の作
品を展示しませんか。
期間�10月20日（木）～11月6日（日）の水

　　・木・土・日曜日
募集 �絵画、写真、彫

ちょうそ

塑、書、工芸品な
どで、発表、未発表は問わず60点
程度（1人2点まで）

※雨に濡れてもよい作品は屋外（庭園
など）に展示できます。
対象 �市内在住・在学・在勤で18歳以上
費用 �無料
申込�8月6日（土）～9月22日（木）に申込
書（歴史民俗資料館および石川家
住宅で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入の
上、歴史民俗資料館へ郵送、ファ
クス、メール、または直接。また
は石川家住宅へ直接

「子どもの人権110番」強化週間
名古屋法務局人権擁護部
☎052-952-8111（内線1471）
　いじめ、虐待など、子どもの人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどについ
て人権擁護委員および法務局職員が電
話相談に応じます。秘密は守られます
ので、お気軽にご相談ください。
日時 �8月26日（金）～9月1日（木）8：30～
19：00（8月27日（土）・28日（日）
は10：00～17：00）

相談 �相談専用電話☎0120-007-110

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
水槽（高さ42cm×奥行40cm×幅115cm）

【譲ってください】
北部小学校体操服上下（夏服・冬服共に
140cm、150cm）、家庭用ミシン、固

形せっけん、北中学校学生服・体操服
【交渉の流れ】
　希望者は8月8日（月）以降に環境課
へ電話連絡後、登録者と直接交渉
し、結果を環境課へ連絡

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間
要件無料で譲渡でき、住所や電話番号
　　などを希望者に教えられる人
申込 �品名とその詳細情報（品質状態、
購入年月日など）を明らかにして、
環境課へ電話、または直接

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
弁護士や司法書士が応じます。
日時 �9月2日（金）13：30～16：30（1回
30分）

場所 �市役所2階202会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �6人
申込 �8月15日（月）～29日（月）に市民課
へ電話、または直接

ひとり親全力サポートキャンペ
ーン　ハローワーク豊田臨時窓
口の設置
ハローワーク豊田職業相談部門
☎0565-31-1400　部門コード41♯ 
日時 �8月3日（水）・5日（金）9：30～12：
00

場所 �市役所2階子育て支援課
対象 �市内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父で児童扶養手当を受給して
いる、または同程度の所得の人

ホームページ

　　有料広告
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お知らせ
第18回友好の森ふれあいツアー
の参加者募集
産業課　☎32-8015  N34-4189
{sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　長野県木
き そ

曽郡木
き そ ま ち

曽町の三
み た け

岳地区にあ
る「みよし市友好の森」での、森林散策
や除間伐作業の体験を通して、環境保
全や森林の大切さを楽しみながら知る
ことができるツアーを開催します。
内容 �森林散策や、木の幹や枝を切るな
ど除間伐作業による森の環境保全
活動および御岳ロープウェイ乗車
体験（天候により木工品作りなどに
変更の場合あり）�

日時 �8月27日（土）7：30～19：15（天候
などにより帰着予定時刻に変更あ
り）

※みよし市役所発着のバスで移動しま
す。
場所 �みよし市友好の森（長野県木曽郡
木曽町三岳1-11）、御岳ロープウ
ェイ（長野県木曽郡木曽町三岳1）

対象 �市内在住・在勤・在学の小学生以上
で介助なしで行動できる人（小学
生は保護者の同伴が必要）�

定員 �抽選で20人

費用 �大人1,000円（小中学生500円）�
持物 �弁当、水筒、マスク、健康保険
証、敷物、作業のできる服装、長
靴、ヘルメット、軍手、雨具など

申込 �8月12日（金）までに住所、氏名、
年齢、学年（小中学生のみ）、電話
番号を明らかにして、産業課へ電
話、ファクス、電子メール、また
は直接

公募第27回みよし美術展作品
募集
文化協会　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114
　12月6日（火）から11日（日）まで開催
するみよし美術展の作品を募集します。
部門 �洋画、日本画（水墨画を含む）、彫
刻、写真、陶芸（1人1点、自作未
発表作品に限る）

※応募対象は15歳以上（中学生を除く）
です。
場所 �サンアートレセプションホール、
研修室

費用 �無料
申込 �10月14日(金)～30日(日)（月曜
日を除く）に出品申込書（文化協会
で配布）に必要事項を記入し、文
化協会へ郵送（必着）、または直接

※作品は、12月4日（日）13：00～15：
00にサンアートへ直接搬入してくだ
さい。

第６回中京都市圏パーソントリ
ップ調査にご協力ください
都市計画課　☎32-8021　N34-4429
　愛知県では、外出行動における交通

手段の利用状況など、皆さんの1日の
交通の実態を把握し、今後のまちづ
くりなどに活用するため、9月～11月
にかけて交通に関する調査を実施しま
す。無作為に抽出させていただいた世
帯に案内はがきをお送りいたしますの
で、本調査へのご協力をお願いいたし
ます。
問合 �中京都市圏パーソントリップ調査
サポートセンター（☎0120-052-
133）、または愛知県都市計画課
へ電話�（☎052-954-6516）

公務員採用制度合同説明会
自衛隊豊田地域事務所
☎0565-32-7384 
内容 �勤務内容や受験要領などの紹介
職種 �自衛官、警察官、消防士、海上保
安官、刑務官

日時 �8月21日（日）9：30～12：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �高校生から29歳程度（保護者の同
伴可）

※各官署で採用年齢上限が異なります。
定員 �先着で50人
申込 �自衛隊豊田地域事務所へ電話

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港総合案内所
☎0568-28-5633
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より自家用車での来港が増加していま
す。お盆期間中は、空港駐車場が満
車になる恐れがあります。空港へお越
しの際は公共交通機関もご利用くだ
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。

    8 月
土

   1
    8

2022

　　有料広告

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

ホームページ

らダウンロード可）に必要事項を記入し、
広告案を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。
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471-8525�豊田市栄
えいせい

生町2-1）、ファク
ス、またはメール

母子家庭など
就業支援講習会
子育て支援課
☎32-8034　N34-4379
　パソコンや調剤薬局事務、介護職
員初任者研修などの講習会を実施しま
す。詳しくは愛知県母子・父子福祉セ
ンターのホームページをご覧ください。
対象 �県内在住の母子家庭の母、父子家
庭の父および寡婦の人で全日程出
席できる人

申込 �8月5日（金）～26日（金）に受講申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

親子映画鑑賞会　
教育行政課　☎32-8028��N34-4379

　
　｢家庭の日｣推進事業の一つとして、
親子映画鑑賞会を行います。
内容�「S

シ ン グ
ING　ネクストステージ」

日時�9月3日(土)午前の部…10：00開演、
午後の部…13：30開演

場所サンアート大ホール
費用無料（ただし、整理券が必要）
※整理券の配布は8月8日（月）8：30か
ら教育行政課（8月9日（火）以降は教育
行政課、サンアート受付およびサンネ

ット）で配布（1人5枚まで）します。

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229　N38-6222
内容 ��着物地を使ったベスト作り
日時 ��9月15日、10月13日の木曜日13：
30～15：30（両日の参加が必要）

場所 ��エコサイクルプラザ（東郷町大字
諸
も ろ わ

輪字百
ど ど

々51-23）
定員 �抽選で17人　
費用 �1,200円　託児あり
申込 �9月4日（日）までに尾三衛生組合エ
コサイクルプラザへ電話

国際芸術祭
「あいち2022」
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　3年に1度の国際芸術祭「あいち2022」
が開幕しました。「S

スティル
TILL�A

ア ラ イ ブ
LIVE　今、を

生き抜くアートのちから」というテーマ
のもと、国内外から100組のアーティ
ストが集結。詳細は公式サイト（https:
//aichitriennale.jp/）をご覧ください。

開館40周年記念特別展「スタッ
フが選んだ40の出来事」
碧南海浜水族館　☎0566-48-3761
　珍しい生き物の捕獲例、展示水槽の
改修などの話題、大人気のペーパーキ
ャップ誕生秘話など40周年にちなみ
40個のトピックスを紹介します。
日時 �10月30日（日）まで
場所 �碧南海浜水族館（碧南市浜

はままち

町2-3）
費用 �入館料大人500円、小人200円

催し・講座
ロビーコンサート
サンアート��☎32-2000  N32-3232
日時 �8月18日（木）19：00開演
場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料
出演 �①アンサンブル（へりて～じ）、②
サックスとピアノ（船

ふなくら

倉一
かずまさ

将・坂
さかくら

倉
皓
こうへい

平）、③合奏（岡
おかもと

本ハーモニカク
ラブ）

豊田高専の公開講座
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828
N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp　
①【夏目漱石『それから』の世界　－「新
しい男」の誕生と恋の行方－】
日時 ��9月8日(木)10：00～12：00
場所 ��豊田産業文化センター（豊田市小

こ

坂
ざかほんまち

本町1-25）
対象 �どなたでも可　定員 �抽選で20人
費用 �無料
②【高専生とスノードーム作り＆稲刈
りに挑戦】
日時 �9月23日（祝）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

さ さ ど

戸町（名鉄豊田市駅集合）
対象 �小学4～6年生　定員 �抽選で12人
費用 �500円　

【申込】
①は8月31日（水）、②は9月11日（日）ま
でに申込用紙（豊田工業高等専門学校
総務課で配布、ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入の上、豊
田工業高等専門学校総務課へ郵送（〒
　　有料広告

公式サイト

ホームページ

ホームページ

　　©�2020�Universal�Studios.�All�Rights�Reserved.
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催し・講座
愛知やきものヒストリー2022
歴史民俗資料館
☎34-5000��N34-5150
　愛知県は歴史的にもやきもの作りが
盛んな地域で、古代・中世にはみよし
もその中心地でした。こうした文化に
ついてより多くの市民・県民に親しみ
ながら学んでもらえるよう、県内の博
物館などの施設20館が協力して、共
通テーマ展示「学芸員おススメのやき
もの」や「やきものシールラリー」を行
います。みよし市立歴史民俗資料館で
は次のとおり開催します。
日時 �9月4日(日)までの9：00～16：30
（祝日を除く毎週月曜日休館）

費用 ��無料
【共催館】
愛知県陶磁美術館、瀬戸蔵ミュージア
ム、岩崎城歴史記念館、豊田市民芸館、
豊田市郷土資料館、三河天平の里資料
館、豊橋市美術博物館、蒲郡市博物館、
幸田町郷土資料館、西尾市資料館、西
尾市塩田体験館、知立市歴史民俗資料
館、安城市埋蔵文化財センター、とこ
なめ陶の森　資料館、大府市歴史民俗
資料館、東海市立平洲記念館･郷土資料
館、知多市歴史民俗博物館、半田市立
博物館、東浦町郷土資料館（うのはな館）
※共催館の詳細は各館へお問い合わせ
ください。

若者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
　求人票から会社を深く知るコツにつ
いて学びませんか。
日時 ��9月20日（火）13：30～15：00
場所 �ジョブサポートみよし
講師 ��特定社会保険労務士の小

お や ま だ
山田政

まさよし
義

さん
対象 ��就職活動中の人（年齢不問）
定員先着で10人　費用無料

申込 ��8月1日（月）～9月14日（水）の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

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
　自分に合った職種って何、女性が活
躍しているお仕事の面接を想定した模
擬面接のセミナーを開催します。　
日時 �9月27日(火)10：00～11：30
場所 �ジョブサポートみよし
対象 �就職を希望する女性
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �8月1日(月)～9月21日(水)の平日
にジョブサポートみよしへ電話、
または直接

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

【パイプオルガンを楽しむための講座　
第2回「フランクを導いた　フランス・ロ
マン派オルガンの秘密」】
内容 �生誕200周年のフランクをはじめ、
フランスオルガン史を輝かせたオ
ルガンのお話とパイプオルガン演奏

日時 �8月27日（土）14：00開演
講師 ��宮城学院女子大学音楽科講師の小

お

野
の

なおみさん
費用 �全席自由1,000円（25歳以下500
円、未就学児入場不可）　

【知りたい！　子どものための楽しくラ
シック♪　「キミも音楽博士」】
内容 ��理科の時間で音階を作ってみまし
　　ょう、詩の時間がつまんないなん
　　て言わせない他
日時 �8月31日（水）11：00開演
講師 ��作曲家でピアニストの加

か と う

藤昌
まさのり

則さん
費用 �全席指定1,000円（小・中学生500
円、未就学児入場不可）

【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

サンリオファミリーミュージカ
ル ピューロマスケティア
～3人のやさしい銃士たち～
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

　名作文学「三銃士」をテーマにサンリ
オキャラクターたちが繰り広げるオリ
ジナルストーリーのファミリーで楽し
めるミュージカルです。
日時 �����10月8日（土）午前の部…11：00（10
　　：00開場）、午後の部…14：00（13：
　　00開場）
場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定席一般3,000円
※3歳以上有料、3歳未満の子どもは
保護者の膝上で座席を使用しない場合
は無料です。ただし保護者1人につき
子ども1人までです。
申込 �8月21日（日）10：00～サンアート
に直接

※プレイガイドなどでの販売もありま
す。

三好大提灯まつりを開催します
三好稲荷閣　☎32-3000　
　三好稲荷閣境内に世界最大の吊り下
げ式提灯である高さ約11メートルの
迫力ある大提灯が掲げられる「三好大
提灯まつり」が開催されます。20日は
三好いいじゃんまつりと併せて楽しむ
ことができます。
日時 ��前夜祭…8月20日（土）17：00～21：
00、本祭り…8月21日（日）13：00

　　～21：00（両日とも少雨決行、荒天
　　時中止）
※花火の打ち上げは実施しません。
場所 �三好稲荷閣

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

ホームページ
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図書館読書啓発事業　近代文学
を読む「高村光太郎『智恵子抄』
への道－「僕等」の愛と自然」
生涯学習推進課  
☎34-3111  N34-3114
　「新しい女」として注目されていた智
恵子と光太郎の愛の形と、智恵子が直
面した葛藤を当時の時代背景を踏まえ
て読み解きます。
日時 �9月1日(木)10：00～11：30
場所 �サンライブ3階会議室
講師 �豊田工業高等専門学校准教授の
山
やまぐち
口比

ひ さ
砂さん

対象 �どなたでも可
定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �8月10日(水)以降の9：00～20：30
（日曜日は17：30まで）にサンライブ
2階総合案内へ電話、または直接

三河一色大提灯まつり
西尾市観光文化振興課　
☎0563-65-2169
　450年以上の歴史を誇る由緒ある祭
りです。6組12張の大提灯に御神火が
入ると古式豊かな時代絵巻が漆黒の夜
空に浮かび上がります。ぜひお越しく
ださい。
日時 �8月27日（土）大提灯つり上げ…8：
00、火入れ式…19：00、28日（日）
大提灯降納…17：00

場所 �三河一色諏訪神社（西尾市一
いっしき

色町
一
いっしきみやぞえ

色宮添129）

健康・福祉
ヘルスパートナー養成教室
健康推進課　保健センター内　
☎34-5311　N34-5969
　市の健康づくりボランティアとして
活動しませんか。第11期生の募集を開
始します。
日時 �下表のとおり

日　時
9月8日（木）
10：00～11：30

11月25日（金）
13：00～16：00

10月7日（金）
9：00～12：00

12月7日（水）
10：00～12：00

10月中
9：00～12：00

令和5（2023）年
1月6日（金）
8：30～17：00

11月10日（木）
10：00～11：30

令和5（2023）年
2月下旬予定

場所 �保健センター他　定員 �抽選で20人
対象 �市内在住で健康づくりに関心があ
り、養成教室後はボランティアと
して活動できる人

申込 �8月19日（金）までに保健センターへ
電話、または直接

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」
長寿介護課　☎32-8009　N34-3388
　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。

内容 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �8月26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

関節リウマチ市民公開講座
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711　
N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
日時 �10月8日(土)14：30～16：30
場所 �豊田加茂医師会講堂（豊田市西

にしやま
山

町3-30-1）
費用 �無料　定員 �先着で50人
申込 �8月17日（水）9：00以降に住所、
氏名、電話番号、講座名、参加人
数を明らかにして豊田加茂医師会
へ電話、ファクスまたはメール

がんサポートほっとライン
愛知県（NPO法人ミーネット受託）
☎052-684-8686
　愛知県では、がんのピアサポーター
が患者さんとその家族を対象に、がん
の不安や悩み、がん患者の会・医療機
関の情報などについて電話相談を行っ
ています。お気軽にご相談ください。
日時 �毎週火・木曜日、月2回指定する
土曜日10：00～12：00（受け付け
は11：30まで）、13：00～16：00

　　（受け付けは15：30まで）

市民病院コーナー 市民病院内　総合診療科 　☎33-3300　N33-3308

　毎日厳しい暑さが続いていますが、皆さん体調はいかがですか。さて、この時期最も気を付
けたい「熱中症」について、注意すべき点を2つお話しします。1つ目は水分補給です。熱中症
の症状が出た時はもちろん、そうなる前にしっかり水分を取る習慣をつけることが大切です。
その際の水分はナトリウムなどの電解質を含んだ経口補水液（例えばOS-1など）をお薦めしま
す。通常のスポーツドリンクは熱中症の予防には有効ですが、糖質が多いため、大量に摂取す

稲
いなぐま

熊里
り か

香医師

熱中症に気をつけて

るとケトーシスという別の病気を引き起こすことがあり、注意が必要です。２つ目は高体温に対して解熱薬を飲んで
も効果が期待できないことです。熱中症の症状が出た際には、直ちに全身のクーリングをしましょう。とくに血流の
多い首の両脇や腋の下を冷やすと有効といわれています。また頭痛や吐き気、倦怠感、集中力や判断力の低下の症状
は「熱疲労」と呼ばれ、速やかな医療機関への受診が必要となります。直ちに点滴の対応をしますので、病院までご連
絡ください。日頃の体調管理をしっかり行い、暑い夏を乗り切りましょう。
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健康・福祉
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「脚を鍛え
て転倒防止対策！」
おかよし地域包括支援センター　
☎33-4177　N36-2878
　夏バテ予防のポイントも聞いてみよ
う！
日時 �8月8日（月）14：00～
場所 �三好丘旭1-4-8
対象 �どなたでも可　費用無料
講師 �管理栄養士の松

まつばら

原萌
もえ

さん、西
に し お

尾佳
か

七
な こ

子さん　
申込 �不要。当日、会場へ直接

移動支援従事者（ガイド
ヘルパー）養成研修
福祉課　
☎32-8010　N34-3388
　市内の障がい福祉事業所で活躍する

移動支援従事者（ガイドヘルパー）の資
格を取得することができる研修です。
日時�講義（オンラインか対面を選択）…
9月10日（土）9：00～17：00、17
日（土）9：00～17：30、演習（対面）
…9月または10月で6時間程度を
予定

場所 �社会福祉法人あさみどりの風（三
好町西荒田28）

定員 �先着で１５人　費用 �2,000円
申込 �9月2日(金)までに氏名、年齢、電
話番号を明らかにし、社会福祉法
人あさみどりの風ヘ電話、ファク

　　�ス（☎・N33-5633）、メール（{
　　warabi@kazewarabi.com)、申し
　　込みフォーム、または直接

子育て
小学校就学時健康診断・知能検査
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　令和5（2023）年度に小学校へ入学す

る子は、健康診断と知能検査を受ける
必要があります。案内を9月中旬に各
保育園・幼稚園で配布、または学校教
育課から送付しますので、必ず受診し
てください。

親子リトミック
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501

日時 �8月23日（火）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 �8月9日（火）～16日（火）（日・月曜日
を除く）9：00～16：00に子育て総
合支援センターへ電話、または直接

※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。

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「脚を鍛
えて転倒防止対策！」を開
催。詳細は上記参照）

8月8日（月）・18日（木）・
28日（日）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

8月25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

8月18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（23日は「よく噛んで介
護予防」の講座を開催。詳
細は下記参照）

8月23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

8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。

認知症カフェオレンジ茶房で「よく噛んで介護予防」の講座を開催します
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �8月23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

　「よく噛んで食べること」は、健康な体を作り認知症
の予防にもつながります。歯科衛生士の話を聞き、口
からの健康づくりに取り組んでみませんか。

申し込み
フォーム
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令和4（2022）年度就学義務猶
予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された人などに
対し、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するために国が行う試験
です。合格した人には高等学校の入学
資格が与えられます。
日時 �10月20日（木）
対象 �次のいずれかに該当する人
①�就学義務猶予免除者または就学義務
猶予免除者で、令和5（2023）年3月
31日までに満15歳以上になる
②�保護者が就学させる義務の猶予また
は免除を受けず、かつ令和5（2023）
年3月31日までに満15歳に達する人
で、その年度の終わりまでに中学校
を卒業できないと見込まれることに
ついてやむを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた
③�令和5（2023）年3月31日までに満16
歳以上になる（①および④に該当す
る人を除く）
④��日本の国籍を有しない人で、令和5
（2023）年3月31日までに満１５歳以
　上になる
試験 ��国語、社会、数学、理科、外国語
　　（英語）
申込 �9月2日（金）までに出願書類（文部
科学省および愛知県教育委員会で
配布）を文部科学省宛てに書留で
郵送

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

　依頼会員・援助会員になるための入
会説明と講習会を開催します。
内容  入会説明、講義「子どもの事故予
防について」「心肺蘇生法について」
（依頼会員は入会説明のみ）

日時  9月10日（土）9：30～12：00
場所  子育て総合支援センター交流室
対象  依頼会員…市内在住・在勤・在学で
生後2カ月～小学6年生までの子ど
もを養育している人、援助会員…
市内在住で心身ともに健康な人

申込  8月20日（土）（日・月曜日を除く）ま
での9：00～16：30にファミリー・
サポート・センターへ電話、または
直接

幼稚園の入園受け付け　
みよし市私立幼稚園協会
　令和5（2023）年4月に入園する新入
園児の願書を受け付けます。詳しくは
各幼稚園へお問い合わせください。
受付 �10月1日（土）（一部の幼稚園は10月
3日（月））から（願書は9月1日（木）か
ら各幼稚園で配布）

【市内の私立幼稚園一覧】
●三好桃山幼稚園
　西陣取山26-1　☎32-2500
●三好文化幼稚園
　三好町弥栄40-1　☎32-2561
●東山幼稚園
　三好町東山435　☎32-2241
●ベル三好幼稚園
　三好丘4-1-4　☎36-1800
●三好丘聖マーガレット幼稚園
　三好丘桜1-9　☎36-8373
●まこと第二幼稚園
　莇生町池下8-1　☎34-3354

親子ビクス
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内 
☎36-5722   N36-5108
日時  9月1日（木）10：00～11：00
場所  黒笹保育園遊戯室
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  8月18日（木）～25日（木）9：00～
16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

あそびとおもちゃ
三好丘地区子育て支援センター
みどり保育園内 
☎36-0785   N36-5675
内容  遊びと発達について
日時  9月8日（木）10：00～11：00
場所  三好丘地区子育て支援センター
対象  1歳以上の未就園児とその保護者
定員  抽選で12組　費用  1人15円　
申込  8月25日（木）～9月1日（木）9：00
～16：00に三好丘地区子育て支
援センターへ電話、または直接

スポーツ
第16回三好池Eボート交流会
カヌー協会　三好池カヌーセ
ンター内
☎32-8558  N32-8699
内容 �①小学生の部…200m、②一般(中
学生以上）男子・女子の部…400m
でチーム対抗によるレース競技（男
女混合チームは男子の部とする）

日時 �10月2日（日）9：00～15：30（雨
天決行）

場所 �三好池カヌー競技場
対象 �1チーム10人で、事前練習会に1
回以上の参加ができるチーム（全
員がEボート乗艇経験がある、前
回大会までの参加経験があるチー
ムはこの限りではない）

※事前練習会は9月10日（土）・11日（日）
の、第1回10：00～11：30、第２回14
：00～15：30に行います。
費用 ��①小学生の部1チーム2,500円、
　　②一般の部1チーム3,500円
申込 �8月2日（火）～31日（水）の9：00～
16：30に申込書（カヌー協会およ
び総合体育館で配布）に参加費を
添えてカヌー協会へ直接

他 �ボート、パドル、ライフジャケッ
トは主催者で用意

ホームページ
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スポーツ
クラブ30周年3世代ウォ
ーキングサッカー交流会
名古屋グランパス
{academy@nagoya-grampus-eight.
co.jp
　名古屋グランパスのコーチによるサ
ッカーイベント。家族3世代が共に体
を動かしながら世代間交流を図り、楽
しくみんなで笑顔になりませんか。
日時 �9月4日（日）9：00～11：00（少雨決
行）

※中止の場合は前日に参加者へ連絡し
ます。
場所 �旭グラウンド
対象 �年長～小学生3年生とその親およ
びその祖父または祖母（市内在住・

在勤者を必ず1人含むこと）
定員 �抽選で20組程度（3～6人1組）
費用 �無料
申込 �8月14日（日）までに左記の申し込
みフォームへ入力、または総合体
育館へ直接

採　用
介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）（会計年度任用
職員）
長寿介護課　みなよし地域包括支援セ
ンター　市民病院内　　　
☎33-3502 �N33-3501
勤務 �1日7時間45分以内で週35時間以
内

期間 �10月1日～令和5（2023）年3月31
日（雇用開始日は応相談）　　　

※雇用期間満了時に業務成績により、
2回に限り選考によらず再度の任用が
できます。その後も継続して任用を希
望する場合は、選考を受けることがで
きます。
資格 �次の全てに該当する人
①�介護支援専門員（ケアマネジャー）の
資格を有する
②�普通自動車運転免許を有し、近隣市
町まで運転できる
③パソコン操作ができる
人数 �1人　選考 �書類および面接
申込 ��9月9日（金）までにみよし市会計
年度任用職員登録申込書（令和4
（2022）年度）（みなよし地域包括
支援センターで配布、ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事
項を記入し、みなよし地域包括支
援センターへ直接

※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。

ホームページ

種目 �次のとおり

日時 �9月17日、10月1日の土曜日17：00～19：00
場所 �三好公園陸上競技場

練習会

選考会

日時 �9月3日～1月12日の毎週木・土曜日17：30～18：30
場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住で下記の選考会に出場する人

第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会練習会・選考会　
スポーツ協会　総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030
　令和5（2023）年1月14日（土）開催の第15回愛知県市町村対抗
駅伝競走大会に出場しませんか。　

ホームページ

対象 �次のいずれかに該当する人
①選考会に１回以上参加できる
※選考会に参加できない場合は、他の公式競技会の結果
を提出することで選考会に参加したものとみなします。
②�10月1日現在、市内在住（県内の小・中・高校生は保護者
の居住地がみよし市）
③�他市町村、他県在学・在住で出身中学校が市内である
※2回実施する選考会の記録をもとに選手候補者を各区
2人選出します。
申込 �9月10日（土）までに申込書（総合体育館で配布、ホ
ームページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、総合体育館へ直接

※別途、スポーツ傷害保険への加入が必要です。大会の
開催可否により中止する場合があります。

費用 �高校生以上…3,000円、中学生以下…2,000円
申込 �8月2日（火）～25日（木）に参加費を添えて、総合体育
館へ直接

種目 距離

小学生男子・女子 1,200m

中学生男子・女子 3,000m

一般（平成16（2004）年4月1日以前に生まれ
た）女子、40歳以上（昭和58（1983）年1月14
日以前に生まれた）男女不問

5,000m
ジュニア（平成16（2004）年4月2日～平成19
（2007）年4月1日までに生まれた）男子・女子、
一般男子

申し込み
フォーム
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　　有料広告

市民病院職員
市民病院
☎33-3300　N33-3308

【令和4（2022）年度常勤職員、会計年
度任用職員】
職種 �①看護師、②看護助手
対象 �①看護師の資格を有する人、②介
護福祉士の資格を有するまたは介
護職員初任者研修修了者の資格を
有する人（無資格でも可）

定員 �若干名
選考 �書類審査、面接試験　採用 �随時
申込 �提出書類（市民病院で配布の募集案
内、またはホームページを参照）を
そろえて、市民病院管理課へ直接

他 �院内保育所完備
【令和5（2023）年度常勤職員】

職種 �臨床検査技師
対象 �昭和54（1979年）年4月2日以降に
生まれ、臨床検査技師の資格を有
するまたは取得見込みの人

人数 �若干名　選考 �面接、適正検査
試験 �9月下旬予定
採用 �令和5（2023）年4月1日（土）
申込 �8月31日（水）までに提出書類（市民
病院で配布の募集案内、またはホ
ームページを参照）をそろえて、市
民病院管理課へ直接

他 �院内保育所完備

伝言板
文化庁伝統文化親子教室事業
灰
かいゆう

釉陶
と う き

器づくり体験
　平安時代にみよし市で焼かれていた
灰釉陶器を全3回で制作します。陶器
づくりを体験してみませんか。
日時 �8月20日・27日・9月10日の土曜日
10：00～12：00（全3回への参加
が必要）

場所サンライブ3階美術室
対象小・中学生　定員先着で15人
費用 500円
申込 ��８月8日（月）～12日（金）にみよし猿
投古窯研究会へ電話（☎090-3443-
4048または、☎090-8545-0023）

ヨガの神髄、沖ヨガ
　今回の講師は、皮膚を引っ張って血
液の流れを良くする整膚などを教えて
いる92歳で現役のヨガの先生。手や
足、耳を触って活き活きと心地よい呼
吸をして寝たきりにならない生き方を
教わります。
日時 �8月10日（水）18：30～20：30
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
講師 �NPO法人ホロス健康センター理
事長の川

かわさき
崎嘉

よし こ
子さん

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

たけし
さんへファクス（N33-5381）、

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

週末型ゆる森「水は最高
の遊び道具！」
　親子で自然の中で思いっ
きり水遊びしませんか。
日時 �8月27日（土）10：30～12：30
場所 �三好丘緑地
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）

文化庁伝統文化親子教室事業
みよし親子箏

そうきょく

曲教室「お箏
こ と

をひき
ましょう」
　日本の伝統楽器である箏の歴史や由
来を知り、実際に弾いて簡単な曲を演
奏してみませんか。
日時 �8月6日・20日、9月18日、10月
22日、11月26日、12月18日、
令和5（2023）年1月28日の土・日
曜日10：00～12：00

場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室
講師 �生田流筝曲沢井箏曲院教授の水

みずの
野

静
しず え
江さん

対象 �5歳～高校生（経験者・保護者も参
加可）

費用3,000円
申込 ��随時。みよし箏曲普及会の水

みずの
野久
ひさし

さんへ電話（☎73-8193または☎
090-2775-8193）、またはメール
（{okoto-sizue@docomo.ne.jp）

ホームページ

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページ



9月の相談
◦�いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
◦相談室の番号など、詳しくは市役所1階総合受付モニターでご確認ください。
◦電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名 日時 場所 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室

不要

市民課☎32-8012
※各相談の受け付けは、終
了時間の30分前までです。

毎週水曜日（休館日を除く）10：00～
12：00、13：00～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 12日（月）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 9日（金）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 20日（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
る）

毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13：
00～16：00

市役所1階市民課

不要毎週月曜日9：00～12：00 保健センター
毎週火曜日9：00～12：00 市役所2階納税課
毎週金曜日9：00～12：00 市役所2階子育て支援課

障がい者相談
（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、②6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 8日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）☎32-8025

消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00
毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階相談室 不要 産業課☎32-8015

営農相談 14日・28日の水曜日13：00～15：30 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（月）・20日（火）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（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 13日（火）9：00～、10：00～、11：00～
27日（火）13：00～、14：00～、15：00～ ジョブサポートみよし（ふれあい交流館内） 必要（前日まで）☎33-1860（専）

巡回労働相談 13日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 14日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（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 14日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
検便・水質検査 毎週火曜日9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在 水質検査は要予約 ☎0566-21-9353
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Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※�広報みよしの中から、外国人の皆さんにもお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。

市内の外国人住民数：2,375人　市人口に占める割合：3.9%（令和4(2022)年7月1日現在）

記
後
集

編

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

▶小中学生思い出コンサートの取材に行きました。迫力あるオーケストラの生演
奏を真剣に聞きながら、知っている曲が流れると楽しそうな児童たち。マスク越
しでも分かる笑顔に、私もうれしい気持ちになりました。取材にご協力いただい
た皆さん、広報やホームページに掲載された写真をプレゼントしていることはご
存知ですか。広報情報課へ電話（☎32-8357）、または市役所5階の広報情報課
窓口へお越しいただくとお渡しできます。掲載の記念にいかがでしょうか。（松）

第
だい

28回
かい

三
み よ し

好いいじゃんまつり
28º Festival Miyoshi IIJYAN 
MATSURI
Associação Turística 
☎0561-34-6000　N0561-34-4189
O dia mais emocionante e animado 
do ano na cidade de Miyoshi está 
chegando pela primeira vez em três 
anos. 20 de agosto (sábado) é o tão 
esperado ’Festival Miyoshi IIJYAN 
MATSURI’.
▶Quando = sábado 20 de agosto, 
17h às 21h 
▶Local = Estradas perto do 
Inarikaku de Miyoshi (templo).
※ Haverá restrições de trânsito no dia 
do festival.

The 28th Miyoshi Iijan 
Festival  
Sightseeing Association 
☎0561-34-6000　N0561-34-4189
After a three year hiatus, the liveliest 
day of rousing entertainment in 
Miyoshi will be back, with the eagerly
anticipated return of the Miyoshi Iijan 
Festival on August 20 (Sat).
▶Date= August 20 (Sat) from 
5：00 – 9：00pm

（日本語の記事は28ページ参照）

サンライブ臨
り ん じ

時閉
へいかん

館のお知
し

らせ
Fechamento temporário do 
SunLive
Seção de Promoção da 
Aprendizagem ao Longo da Vida
☎0561-34-3111　N0561-34-3114

A Biblioteca Central estará 
temporariamente fechada no 
sábado, 20 de agosto. As Instalações 
pagas do Centro de Aprendizagem 
ao Longo da Vida não estarão 
disponíveis.

Temporary Closure of 
SunLive
Lifelong Learning Promotion Dept
☎0561-34-3111　N0561-34-3114

The Central Library will be 
temporarily closed on Saturday, 
August 20th. Paid facilities at the 
Lifelong Learning Center are not 
available.

三
み よ し

好大
おおちょうちん

提灯まつり

O Festival da Grande Lanterna 
Miyoshi será realizado dentro do 
Miyoshi Inarikaku, onde a maior 
lanterna pendurada do mundo, uma 
impressionante lanterna de 11 m de 
altura, será exibida.
▶Quando = véspera do festival, 
sábado, 20 de agosto, das 17h às 
21h30; festival principal Domingo 
21, das 10h às 9h30
▶Local = Miyoshi Inarikaku 

Miyoshi Giant Lantern 
Festival

Rising to an astounding height 
of 11 meters, the world’s largest 
hanging paper lanterns can be found 
at Miyoshi Inarikaku during the 
Miyoshi Giant Lantern Festival.
▶Date=Festival Eve: August 20th 
(Sat) from 5：00 – 9：30pm , Main 
festival: August 21st (Sun) from  
10：00 – 9：30pm
▶Location=Miyoshi Inarikaku

Festival da Grande Lanterna 
de Miyoshi.
Miyoshi Inarikaku　☎0561-32-3000

Miyoshi Inarikaku　☎0561-32-3000

▶Location= Road near Miyoshi 
Inarikaku 
※ Traffic will be regulated on the 
day of the Festival.

（日本語の記事は6ページ参照）
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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 8月1日（月）、9月5日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル 【123ch】　ひまわり12【地上デジタル12ch】

みよし市公式フェイスブック

みよしTODAY（15分間） 月曜日～土曜日放送
初回放送19：00～、以降8回程度リピート放送
※みよし市ホームページで、番組のニュース項目と「みよし散歩道」
の動画配信を行っています。

みよし市公式インスタグラム

市政情報番組

　地域に古くから受け継がれる郷土芸能を守り、伝えるため、子どもたち　地域に古くから受け継がれる郷土芸能を守り、伝えるため、子どもたち
が日ごろ行っている活動の成果を発表します。ぜひご覧ください。が日ごろ行っている活動の成果を発表します。ぜひご覧ください。

お囃子お囃子

和太鼓和太鼓

巫
女
舞

棒
の
手

日時日時    99月月1111日（日）13：20～17：00（13：00開場）日（日）13：20～17：00（13：00開場）
場所場所  サンアート大ホール　  サンアート大ホール　入場無料入場無料

郷土芸能伝承活動発表会郷土芸能伝承活動発表会
歴史民俗資料館　歴史民俗資料館　☎☎34-5000　34-5000　NN34-515034-5150
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