
今月号の表紙
　8月3日に三好池まつりが
開催されました。色鮮やかな
打ち上げ花火や、水面に映る
提灯舟に訪れた人はうっと
り。（関連記事：12ページ）
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もちろんです
災害を経験しても
長い年月が経つと
被害に遭ったことも
忘れられてしまい

災害への備えを
怠ってしまうことを
戒めた言葉ですよね

という言葉を
聞いたこと
あるかい？

天災は忘れた頃に
やってくる

ところで稲垣さん

　9月1日は防災の日。これは1923年（大正12年）
に発生した関東大震災の教訓を忘れないようにす
るとともに、台風の襲来が増えるこの時季に、災害
に対する認識を深め、備える意識を高める日として
制定されました。

どれも忘れて
はいけない災
害ですね

2000年9月11日
東海豪雨

2012年8月11日
大雨による災害

家庭の備え 忘れていませんか

床上浸水：4戸
床下浸水：55戸

床上浸水：3戸
床下浸水：24戸

　みよし市は比較的災害の発
生が少ない地域ですが、たび
たび住家に被害が出る災害が
発生しており、決して安心す
ることはできません。

市内の災害の発生状況

写真：（一財）消防防災科学センター
広島県広島市安佐北区（平成30年7月豪雨） 熊本県益城町（平成28年熊本地震）

　また、毎年8月30日から9月5日までは防災週間
です。皆さんは、いざというときのことを家族で話
し合っていますか。この機会に、家庭での防災につ
いて再確認をしてみましょう。

砂後川（三好町地内） 境川（西一色町地内）

防災安全課　安藤主事 広報情報課　稲垣主事

防災安全課　☎32-8046　N76-5702

特集
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いざというときに
役に立てませんから
自信ありますよ！

今日は防災の日
稲垣さんが防災について
忘れてしまっていないか
テストしようかな

防災に関する
クイズを出すよ

市役所の職員として
防災について常に意識
していなければ

Q1．近い将来発生すると予想さ
れている、南海トラフ巨大地震の
市内の想定震度は？
❶震度4
❷震度6弱
❸震度7

Q2．1日に必要とされている飲
料水は、大人1人につき何リット
ル？
❶1リットル
❷3リットル
❸7リットル

Q3．緊急地震速報が鳴ったとき
に最初にすべき行動は？
❶ �家具から離れたり机にもぐっ
たりして身を守る

❷外へ避難する
❸ �テレビやラジオを付けて詳し
い情報を入手する

Q4．寝室の家具の配置で
安全なのは、右の❶❷の
どちら？

Q7．災害時の非常食は何日分を
備蓄するのがよい？
❶1日
❷ 3日
❸ 7日

Q6．地震後、避難する前にして
おくべきことは？
❶電気のブレーカーを切る
❷風呂の水を抜く
❸食料の買い出しに行く

Q5．キッチンで調理中に地震の
揺れに襲われたとき、どうするの
がよい？
❶ �コンロの火を止めて、その場
で体を低くして身を守る

❷ �食器棚の中身が飛び出さない
よう、扉を押さえる

❸キッチンから離れる

やってみよう！

防災クイズ

回答は
次の

ページ

❶ ❷

家庭での災害対策は、家族
一人一人が防災の知識を身
に付けることが大切です。
家族全員で挑戦してみてく
ださい。
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このとおり
バッチリですよ !!

これは
凄い !!

ドドォーン
！

全問正解
しましたよ

むむむ・・・
知識があるのは
わかったけど
実際に備えは
しているの？

Q1の答え・・・❷
　過去に南海トラフで発生した大
地震をもとに想定した地震では、
市内のほぼ全域で震度6弱の揺れ
が想定されています。震度6弱の
揺れは固定していない家具の多く
が移動・転倒し、耐震性の低い建
物は倒壊する恐れがあります。

Q2の答え・・・❷
　水は人が生きていく上では欠か
すことができません。大人1人が
1日に必要な水は、食事に含まれ
る水分を含めて3リットルとされ
ています。手洗いや洗髪、歯磨き
に必要な水は、別に確保する必要
があります。

Q3の答え・・・❶
　緊急地震速報が鳴るのは大きな
揺れが予想されるときです。まず
は自分の身を守る行動を取りま
しょう。外へ避難するときに揺れ
が来ると、屋根瓦や割れた窓ガラ
ス、剥がれた外壁などが頭上から
落下してくる危険性があります。

Q4の答え・・・❷
　たんすなど重い家具の下敷きに
なると大けがをしたり命を失った
りします。また、火災が発生して
も逃げることができません。家具
などは寝室に置かないようにする
か、倒れても下敷きにならない配
置を工夫しましょう。

Q7の答え・・・❸
　かつては食料の備蓄は3日分と
いわれていましたが、南海トラフ
巨大地震のように広域的な災害が
発生すると、支援が遅れることが
予想されるため、現在では、可能
なかぎり7日分程度の備蓄をする
こととされています。

Q6の答え・・・❶
　地震後の停電が復旧したとき
に、破損した電化製品がショート
するなどして火災になることがあ
ります。これを通電火災といい、
過去の震災でも火災の主な原因と
なっています。避難中は発見が遅
れ、大火災になる恐れがあります。

Q5の答え・・・❸
　キッチンは食器棚や調理中の熱
い鍋など危険がいっぱいです。す
ぐに離れましょう。冷蔵庫が倒れ
て逃げ道がふさがれることも。食
器棚のガラス飛散防止や冷蔵庫の
転倒防止などを行い、少しでも危
険を減らす対策をしましょう。

!? !?

防災クイズ

解　答

ボワ～ン

ちょっと
待って！

❶の配置では、家具の下敷きになった
り、ドアがふさがれて避難できなく
なったりします。
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こんなにたくさん
避難するときに
全部持って行くの？

この非常食
アレルギーは
大丈夫？

だってネットで調べた
災害備蓄品リストに
載ってたから・・・

稲垣さんには
介護用紙オムツと
入れ歯洗浄剤は
必要ないでしょ！

稲垣さん
備蓄はちゃんと
考えて準備しないと
ダメですよ！

えー
どこがいけないの？

あっ
みよ獅子ちゃん！

みよ獅
し し
子ちゃん

みよし市安全安心キャラクター

どうしたの？

備蓄品の使い方も
確認しておいてく
ださいね。

1週間、電気・ガス・水道
が止まった状態で、どの
ような生活になるのかを
家族みんなで想像しなが
ら、必要なものを考えて
みてください。

非常持ち出し袋に入れておくもの
いざというとき、これだけは持って逃げたいもの
□飲料水（ペットボトル1本）、紙コップ
□食料1日分（そのまま食べられるもの）
□懐中電灯（できれば1人に1個ずつ）
□携帯ラジオ
□携帯電話の充電器・予備バッテリー、乾電池
□マッチ、ライター、ろうそく
□�衛生用品（タオル、洗面用具、消毒液、マスク、トイ
レットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品など）
□軍手、手袋
□着替え（下着、靴下など）、スリッパ、雨具
□その他（新聞紙、ラップ、10円玉など）
□保険証、身分証明書、通帳などのコピー

家庭で備蓄しておくもの
被災後の1週間を乗り切るために備えておきたいもの
□飲料水（大人1人×3リットル×7日分）
□食料（できれば7日分）
□カセットコンロ（予備のガスボンベも）、鍋
□新聞紙、ポリ袋、ラップ
□簡易トイレ、汚物袋と凝固剤

家族構成や自身の状態に合わせて備蓄するもの
□紙おむつ、介護用紙おむつ、おしりふき
□コンタクトレンズ、予備メガネ、入れ歯洗浄剤
□粉ミルク、液体ミルク、離乳食、哺乳瓶、消毒
□食品アレルギーや腎臓疾患に対応した非常食
□持病や障がいのある人は自身に必要なもの
□ペットの餌や避難用のゲージ、トイレシート

家庭の備蓄のポイントは
①�避難時に持ち出すもの
②�1週間を乗り切るためのもの
③�家族構成や自身の状態に合わせたもの
を考えて、本当に必要なも
のを準備することです。

家庭の備蓄を確認しましょう

ここで紹介した家庭の備蓄品は、
ほんの一例です。あったら役に立
つと思うものがあれば、ぜひ、備
蓄に加えてくださいね。
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よくわかったよ
みよ獅

し し

子ちゃん
でも
腐らないものは
いいけど

消費期限の
ある食料は
管理が大変
なんだよね

そんな時に便利なのが
ローリングストック
ですよ

聞いたこと
ありますか？

もう一つ、災害時の食
事について覚えておく
と便利なのがパック
クッキングです。

ローリングストックの一例
❶�カップ麺や缶詰など、消費期
限の長いものを2箱購入

❶�鍋に水を張って、カ
セットコンロなどでお
湯を沸かす

❷�ポリ袋に食材を入れ、
袋内の空気を抜いて袋
の上部を縛る

❸�ポリ袋を沸騰した鍋に
入れ、20分程度加熱
する

❹�鍋から取り出して、食
器に盛れば完成

※袋のまま食器に乗せれば、
食器を汚しません

❷�普段の生活の中で消費する ❸ �1箱分がなくなったら、新
たに1箱を買い足す

※わかりやすい例として2箱としましたが、常に1週間分以上の備蓄ができるように購入しましょう。

ローリングストックとは、普段食べ
ている食品を多めに購入し、普段の
生活の中で消費しながら、減った分
を買い足すことを繰り返すことで、
常に自宅に備蓄を残す方法です。

面倒な非常食の更新は
ローリングストックで解決！

パッククッキングとは、ポリ袋に食
材を入れ、湯せんして加熱する調理
方法です。非常食ばかりでは食事も
憂
ゆううつ
鬱になります。普段と同じ料理で
元気を取り戻しましょう。

パッククッキングで災害時
の食をおいしく豊かに！

必要なもの

パッククッキングの利点

▪カセットコンロ
▪�ポリ袋（高密度ポリエ
チレン製）
▪鍋
▪水
▪食材

▪加熱しないと食べられない食材も、食べられるようになる
▪�湯せんに必要な水は何度でも再利用ができ、鍋や食器も汚
さないので、節水になる
▪一度に複数の料理を作ることができる
▪普段と同じ味付けの料理で、被災生活のストレスを軽減

煮沸消毒されると思えば、
湯せん用のお水はお風呂の
残り湯も使えそうですね。
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それでは
家庭での
トイレ対策を
考えましょう

工夫次第で
災害時の食事も
豊かにでき
そうだね

でも食事の後は
トイレのことが
心配になるね 過去の震災で多くの人が、最も困っ

たのがトイレと答えています。下水
道の破損や断水で自宅のトイレが使
えず、自宅から避難所の仮設トイレ
に通ったという人も。災害時に自宅
でトイレを使える工夫が必要です。

災害時の困りごと「トイレ」

　市では、想定される避難者の3日分の食料や生活用品を、備蓄
しています。市役所の備蓄倉庫のほか、避難所に分散して備蓄し
ています。

家庭でトイレを使う工夫
便器が使えるとき 便器が使えないとき

今回は、みよ獅子ちゃんに家庭での備え
を教えてもらいました。その他、災害に
ついての知識や災害から身を守る方法、
避難所一覧など、防災に関するさまざま
な情報を掲載した「防災マップ」を配布
しています。ぜひ活用してください。

各家庭での備えは確
認できましたか？
もちろん市でも、災
害時に備えて備蓄を
行っています。

▪�便座にレジ袋やポリ袋などを
かぶせ、ちぎった新聞紙やト
イレットペーパーを入れます。
▪�用を足したら凝固剤やネコ砂
などを入れ、袋の空気を抜い
て口を縛ります。

▪�ダンボール箱を、座ってもつ
ぶれないように補強します。
▪�中にレジ袋やポリ袋を入れれ
ば、簡易トイレとして使用で
きます。

※使用した汚物袋は、燃やすごみの収集が再開されるまで自宅で保管します。

毎年、9月1日の「防災の
日」を、忘れがちな家庭
の備えのことを思い出す
日にしてくださいね。

ありがとう、みよ獅子ちゃん。
家族みんなで相談しながら、家
の備えを見直してみるね。

防災マップ
※防災マップは市ホームページでもご覧になれます。
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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

測定に参加してみました！

　人生100年時代を元気に過ごすために、自分の体を知
ることが大切です。ご自身で受けられた健康診断結果と、
体力測定結果からあなただけの結果票を作成。その結果に
基づいて健康づくりアドバイスが受けられます。

日時 �指定された火曜日または金曜日9：00～11：00（要予約）
場所 �総合体育館トレーニング室　対象 �市内在住で60歳以上��
費用 �500円　申込 �健康推進課へ電話、または直接
※健康状態によっては受診できない場合があります。

  年に一度の体力チェック！
  いきいき元気度測定を受けましょう！

　令和元年10月1日から、
幼稚園・保育園などを利
用する子どもの利用料な
どが無償化されます。対
象は右表のとおりです。
申込 �申込書（子育て支援
課で配布、またはホ
ームページからダウ
ンロード可）に必要
事項を記
入し、各
園へ提出

  幼児教育・保育の無償化について　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　9月21日から30日までの10日間、秋の全国交通安
全運動が展開されます。歩行者保護や全ての座席での
シートベルト、チャイルドシートの着用の徹底など、
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。なお期間中、啓発放送や立哨活動などを
行う予定です。

フリガナ 性 生年
氏　　名 別 月日 ）

●体力測定の結果

（今回） （今回） （今回） （今回）
１回目 右 右
２回目 左 左

改善への意欲 改善への意欲
（前回） （前回） （前回） （前回）

１回目 右 右
２回目 左 左

※各種目とも数値が大きくなるほど体力が優れています。

・優れている体力は、今後も維持向上を図って
いきましょう。
・改善したい体力は、「おすすめメニュー」を
参考に、体力の向上をお勧めします。

●食生活のおすすめポイント（健診結果、問診より）
【身体チェックの結果】

あなたの食習慣 ※標準問診にて選択した項目
体重
標準体重 ●身体活動(運動・生活活動）について
肥満度（ＢＭＩ）
腹囲 現在のあなたの身体活動は

安静時心拍数 60拍/分 50拍/分
体脂肪率

【健康診査の結果】

血圧（収縮期）
血圧（拡張期）

血糖 99mg/dl(空腹時) 99mg/dl(空腹時) ※
HbA1ｃ
AST（GOT）
ALT（GPT)
γ
クレアチニン

60.0ml/min/1.73㎡ 60.0ml/min/1.73㎡
尿蛋白 ＋ *** ＋ ***

※随時血糖は、＊表示されません。

★今後の目標を立てましょう★
＜動脈硬化のリスク表示＞ ＜肥満度（BMI）の推移＞

ステップ１から始めましょう。（別紙）

痛みのない程度で１０～２０秒
かけて、ゆっくり行いましょう。

※準備運動、整理運動を行いましょう。
※水分補給をしましょう。
※運動靴を着用しましょう。

≪筋力トレーニング≫

◎マシンの場合

20回できる重さで各種15回を1セット行いましょ
う。

◎自体重の場合

ステップ３を目安に行いましょう。

筋　　　力
平　衡　性

９月のメッセージです。

【バランス】
歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上

【塩分】

前回
H27年度

お酒あり　早食いあり　欠食あり

いきいき

血圧等に十分注意し、「きつい」と感じ
るときは、無理をせずに、ひと息つきま
しょう。血圧等に十分注意し、「きつい」
と感じるときは、無理をせずに、ひと息
つきましょう。

塩分が多いみそ汁、漬物、加工食品などには注意しましょう。

平　衡　性

全身持久力
柔　軟　性

身長

今回(平成28年1月13日)

目標達成まであと少しです

歩く速度が速い

「目標」とは、歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している
状態をいいます。

筋　　　力

30分以上の運動を週2回以上

28.3～32.5ml/kg/min
前回

男ｹﾝｺｳ ﾋｮｳﾀﾛｳ
健康　評太郎　様

全身持久力
柔　軟　性

59秒

昭和17年 7月 1日
74歳

受診番号
作成日

-6～5cm

平成29年 4月 1日

59秒

60秒

マル「キューちゃん」

めざせ！

29～36kg

健診日：平成28年1月13日

あなたの同年代の平均値（ 70～74歳 ）

予備群該当
服薬の為情報提供 服薬の為情報提供

予備群該当

中性脂肪

血圧

20.0kg/㎡

前回(平成28年3月1日)今回(平成28年9月1日)

20.0kg/㎡

今回

前回(平成23年9月1日)

前々回 今回
H27年度 H28年度

社保健診 いきいき

16～59秒

≪ストレッチング≫

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ判定

保健指導ﾚﾍﾞﾙ判定

◎自分の感覚　　　　「楽である」

運動の強さは「自分の感覚」を目安にして、その範囲で行いましょう。

【エネルギー】
間食やお酒などのとり過ぎはありませんか？検査値の悪化や肥
満予防のため、量や頻度を決めて上手に付き合えると良いです
ね。食事は1日3食を基本に、1口20～30回を目安にゆっくり噛ん
で食べるのがおすすめです。

あなたは身体活動の目標達成まであと少しです。生活活動プラス10分を取り
入れ、より活発な日常生活を目指しましょう。
＜身体活動の例（強度は問わない）＞
推奨：１日40分以上買い物、散歩、階段昇降、庭の掃除、子どもと遊ぶ、運
動など
メタボリックシンドロームの改善を目指すためには、週に１５０分（１日あ
たり約２０分）の身体活動が推奨されています。

≪有酸素運動(ウォーキング・自転車など)≫

●運動おすすめメニュー

60秒

健診結果では、基準値を大きくはずれた項目があり、大変心配で
す。食事や運動習慣の生活習慣改善とあわせて医療機関にてご相
談ください。

主食や主菜のとり過ぎに注意し、野菜を増やすとバランスが良
くなります。

運 動 生活習慣（問診） 

食 事 健康状態 

全身持久力 

健康度評価 

「いきいき元気度測定」結果 

柔 軟 性 筋 力 平 衡 性 

生活習慣チャート 

みよし市健康づくり大使「キューちゃん」よりアドバイス 

●あなたへの健康づくり総合コメント● 

【優れている体力】 【改善したい体力】 

0
1
2
3
4
5
健診受診

運動

睡眠

たばこ

飲酒

食事

実線＝今回

点線＝前回

肥満度

血圧

糖尿病

脂質

喫煙

正常値 危険の度合い

　私たちが皆さん
の元気をサポート
します。ぜひご参
加ください。

　健康診断結果や測定結果を
もとに作成された結果票から
体力や健康状態を客観的に見
ることができます。また、食
習慣や運動習慣など、皆さん
に合わせたアドバイスが記載
されています。

96％の利用者から「利用してよかった」
と好評の声をいただいています
●健康づくりのアドバイスが専門家から聞けてよかった
●�健康診断の結果と合わせた結果票を見ることができるため、
自分に合ったアドバイスが聞けました

※測定写真、結果票はイメージです。

▲当日の体調などを問診後、健康運動指導
士が監修し、全身持久力や筋力などを測定

  秋の全国交通安全運動　
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

運動重点□�

みよし市安全安心キャラクター
みよ獅子ちゃん

□子どもと高齢者の安全な通行の確保
□高齢運転者の交通事故防止
□�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中
の交通事故防止
□�全ての座席のシートベルト・チャイルド
シートの正しい着用の徹底
□飲酒運転の根絶

施設 対象 費用

保育園 年少～年長児、住民税非課
税世帯の0歳～2歳児

保育料無償化（給食費、延長保育料、父母の会会
費などは原則無償化の対象外。家庭の状況によ
り給食費の補助あり。対象者には別途通知）

私立幼稚園 満3歳～5歳児
月額25,700円を上限に無償化（給食費、施設協
力費、バス代などは原則無償化の対象外。家庭
の状況により副食費の補助あり。対象者には別
途通知）

幼稚園の
預かり保育

保育の必要があると認定さ
れた3歳～5歳児 日額450円、月額11,300円を上限に無償化

認可外保育施設
など

保育の必要があると認定さ
れた3歳～5歳児 利用料月額37,000円を上限に無償化

保育の必要性があると認定
された住民税非課税世帯の
0歳～2歳児

利用料月額42,000円を上限に無償化

健康推進課　保健センター内
☎34-5311　N34-5969

ホームページ
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         NEWS 119 尾三消防  尾三消防組合 ☎38-0119

　9月1日は防災の日です。地震が発生したときに、少しでも火災などに
よる被害を軽減できるよう、家庭での減災について再確認してください。

　消防救助技術大会とは、レスキューのさ
まざまな場面を競技化し、正確性とスピー
ドを競う大会です。8月25日に開催の全国
大会には、尾三消防本部は3種目で出場。
みよし南出張所からはロープ応用登はんの
部で土

ど い
井翔
しょうた
太さんと犬

いぬづか
塚敏
としひろ
弘さんが出場し

ます。（8月2日取材）

　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。

　初期消火で消火器を使用した場合、消火の成功率は7割を超えるとい
うデータもあります。万が一出火した場合に備え、皆さんの生命、身体
および財産を守るためにも、ぜひ住宅用消火器を設置しましょう。

　東日本大震災の本震による火災のうち、過半数が電気関係の出火でし
た。地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う家電製品からの
出火や、停電が復旧したときに発生する火災のことです。

　地震による火災を防ぐには感震ブレーカーが効果的です。感震ブレー
カーは、地震発生時に規定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカー
やコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。設置すれば、不在
時やブレーカーを切って避難する余裕がない際の電気火災を防止できま
す。
主な感震ブレーカーの種類

分電盤タイプ
（内蔵型）

分電盤タイプ
（後付型）

コンセントタイプ 簡易タイプ

ご家庭における減災対策のすすめ

電気で火災が発生します！

感震ブレーカーの設置を

火災がおきたら、消火器で初期消火

  防災に関するお知らせ　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　地震発生後の通電火災を予防する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。詳しくは申請様式（防災安全課で配
布、またはホームページからダウンロード可）を
ご確認ください。
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。
定員 �抽選で分電盤タイプ30世帯、簡易タイプ100世帯
申込 �9月2日（月）～10月18日（金）に提出書類をそろえて、
防災安全課へ直接

おかよし交流センターの
指定一時避難場所兼避難所の指定

感震ブレーカー設置補助

消防救助技術の
全国大会に出場します

　大規模な地震や台風などの風水害に備え、おかよし交流
センター（ひばりケ丘2-1-1）を指定一時避難場所兼避難所
に指定しました。災害の危険を感じる場合は、早めの避難
をお願いします。

指定 指定一時避難場所 避難所

災害種別 地震 大規模な
火災

洪水内
水氾濫

崖崩れ・土石
流・地滑り 区分なし

場所 屋外 対象外 施設 施設 施設

※指定一時避難場所とは、災害時に緊急的に避難し、身の
安全を確保することができる「施設」または「場所」です。
※避難所とは、災害時に被災者が一定期間滞在することが
できる「施設」です。

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

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。

区分 納付期限
市県民税（普） 3期�10月31日
国民健康保険税（普） 3期�9月30日

4期�10月31日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）
し尿汲取り手数料 下期�9月17日

市税などの納期
人口�����61,159人（ー32人）
男性�����31,425人（ー42人）
女性�����29,734人（＋10人）
世帯数��24,237世帯（ー18世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和元年8月1日現在）

  公共交通に関するお知らせ　

　さんさんバスをはじめとしたみよしの公共交通を利用
したくなる取り組みやアイデアについて考える住民懇談
会を、ワークショップ形式で開催します。
日時 �10月4日（金）・5日（土）14：00～16：00
※各日とも同じ内容です。
場所 �サンライブ会議室1・2・3　対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で30人ずつ　費用 �無料
申込 �9月18日（水）17：00までに住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号、参加希望日を明らかにして企
画政策課へ郵送（〒470-0295�住所不要）、ファク
ス、またはメール

　バスロケーションシステムとは、バスの現在位置や運行
状況を、スマートフォンやパソコンから閲覧できるサービ
スです。天気や道路状況により遅れている場合などに、さ
んさんバスが今どこを走ってい
るのか、いつバス停に来るのか
を、バスを待っているときやお
出かけ前に確認することができ
るので便利です。
利用 �右の二次元コード、またはバス停の時刻表
示板に記載の二次元コードをスマートフォ
ンなどで読み込み、「運行情報」で確認

地域の公共交通を考える住民懇談会 バスロケーションシステムを
ご利用ください

ホームページ

  雨水貯留タンク設置事業補助金
  道路河川課　☎32-8020　N34-4429

　雨水の有効活用を図ることで、河川などへの急激な雨水
の流出を抑制し洪水や浸水被害を軽減することを目的に、
家庭用の雨水貯留タンク（地上据置型、貯水容量100リッ
トル以上の市販されている未使用品）の設置に補助金を交
付します。
※購入前に補助金の交付申請をして、必ず交付決定を受け
てください。
※事業完了後15日以内、または当該年度の3月15日のいず
れか早い日までに、事業実績報告書の提出が必要です。
対象 �市内在住で市税の滞納がなく、住宅（店舗などとの併
用住宅を含む）に雨水貯留タンクを設置する人

補助 �雨水貯留タンク設置に係る材料費、工事費の2分の1の
金額（1,000円未満切り捨て、上限20,000円）（当該年
度につき1世帯当たり1基まで）

申込 �申請書（道路河川課で配布、またはホームペ
ージからダウンロード可）に必要事項を記入
し、道路河川課へ直接

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他
の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援する
ために、公的年金に上乗せして支給されるものです。
対象 �次のいずれかに該当する人
①�65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯員全
員が市民税非課税となっている人で、かつ年金収入額
とその他の所得額の合計が約88万円以下
②�障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、前年の
所得額が約462万円以下

申込 �10月1日（火）以降に次のいずれかの方法で
●�平成31年4月1日以前に年金を受給している人は、9
月上旬から順次届く年金生活者支援給付請求手続きの
案内に同封されたはがきに必要事項を記入して提出
●�平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた人は、
年金生活者支援給付金請求書を年金事務所、または保
険年金課へ提出

  年金生活者支援給付金の申請
  保険年金課　☎32-8016　N34-3388
   豊田年金事務所　☎0565-33-1123

ホームページ

企画政策課　☎32-8005　N76-5021
{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

「公共交通を支えるアイデアを考えよう」
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自動車税種別割の税率
引き下げ

環境性能割の導入

対象 �令和元年10月1日（火）以降に初回新
規登録を受けた自家用車（登録車）

対象 �10月1日（火）以降（自動車取得税は廃止）に自動車を取得した人
※自家用車を令和2年9月30日までに取得する場合は税率が臨時的に軽減
されます。

名古屋東部県税事務所　資料管理課
☎052-953-7865

※10月1日（火）以降、自動車税は「自動
車税種別割」に名称が変更されます。

※「電気自動車など」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天
然ガス自動車（平成30年排出ガス規制適合（3.5t以下の自動車）、または平
成21年排出ガス規制からNOx10％低減達成）、プラグインハイブリッド
車およびクリーンディーゼル車（平成30年排出ガス規制適合、または平成
21年排出ガス規制適合）であり、軽自動車の場合は電気軽自動車および天
然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス
規制からNOx10％低減達成）です。

  自動車の税金に関するお知らせ

排気量 変更前
の税率

変更後の税率
（引き下げ額）

～1,000㏄ 29,500円 25,000円
（ー4,500円）

1,000㏄超
～1,500㏄ 34,500円 30,500円

（ー4,000円）
1,500㏄超
～2,000㏄ 39,500円 36,000円

（ー3,500円）
2,000㏄超
～2,500㏄ 45,000円 43,500円

（ー1,500円）
2,500㏄超
～3,000㏄ 51,000円 50,000円

（ー1,000円）

3,000㏄超 ー
現行税率
ー1,000円
（ー1,000円）

燃費基準達成度など

税率（改正後）
自家用車（ ）内は臨時
的軽減期間中の税率

営業用（臨
時的軽減
なし）登録車 軽自動車

電気自動車など※ 非課税
（非課税） 非課税

平成30年排出ガス
基準50%低減達成
車または平成17年
排出ガス基準75％
以上低減達成車

2020年度燃費基準
＋20％達成車
2020年度燃費基準
＋10％達成車

1.0％
（非課税）

非課税
（非課税）

2020年度燃費基準
達成車

2.0％
（1.0％）

1.0％
（非課税） 0.5％

2015年度燃費基準
＋10％達成車 3.0％

（2.0％）
2.0％
（1.0％）

1.0％

上記以外 2.0％

  ごみに関するお知らせ　環境課　☎32-8018　N76-5103

　平成30年4月1日から燃えない
ごみの収集区分がなくなり、金属
ごみと陶磁器・ガラスごみの収集
区分ができました。以前使ってい
た燃えないごみ袋（赤色）がまだ残
っている場合は、中身を金属ごみ
と陶磁器・ガラスごみに分別すれ
ば、それぞれの収集日に出すこと
ができます。また、金属ごみと陶磁
器・ガラスごみの
袋は大と小の２
種類を販売して
いますので、ぜ
ひご活用くださ
い。

　ごみ減量化対策の一環として、購入費の補助を行っています。生ごみの減量化・
堆肥化にぜひご利用ください。

【生ごみ堆肥化容器】
対象 �市内在住で、指定店を通じて容器を購入した人
補助 �購入費の3分の1（100円未満は切り捨て、上限はコンポスト容器2,000円、
ボカシ容器600円）（補助は1世帯各2基まで）

申込 �印鑑を持参して、市内の指定店（はや志商会、三貴フラワーセンター、JAあ
いち豊田グリーンセンター三好店）で容器を購入

【機械式生ごみ処理機】
対象 �市内在住で、日本国内の販売店で機械式生ごみ処理機を新規で購入した人
※再購入は、前回交付決定日から5年以上経過している場合が対象です。
補助 �購入費の2分の1（100円未満切り捨て、上限30,000円）を、先着で22台程
度（補助は1世帯1台まで）

申込 �機械式生ごみ処理機を購入後180日以内に、申請書（環境課で配
布、またはホームページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、添付書類を添えて環境課へ直接

燃えないごみ袋はまだ
使用できます

生ごみ堆肥化容器・機械式生ごみ処理機の購入費補助

ホームページ

豊田加茂県税事務所
課税第二課　自動車税グループ
☎0565-32-7483



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
外の話題や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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三好池まつり
8月3日（土）三好池

　みよしの三大夏まつりの最初を飾る三好池まつりが開催されました。約
1,200発の花火と、401個の提灯が灯された7艘

そう
の提灯舟が三好池を彩り、訪れ

た人たちは幻想的な夏のひとときを楽しんでいました。



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。

13

自然観察会
8月7日（水）三好公園

　暑さも少し和らいだ夏の夜、三好公園で自
然観察会が行われました。親子34人が参加
し、観察会がスタート。暗い散策路を懐中電
灯の明かりを頼りに進むと、タマバエの卵や
羽化したてのセミなど、さまざまな生き物を
発見しました。また、白い布に光を当てたラ
イトトラップには夜行性昆虫が集まり、子ど
もたちは興味深そうに観察していました。

　第5回石川家住宅なつまつりが開催され、
家族連れなど約100人が来場しました。来場
者たちはザリガニ釣りや福笑い、水鉄砲など
さまざまな昔の遊びを体験。竹を使って作ら
れた水鉄砲で遊ぶと、「こんなに飛ぶんだね」
と驚く子どもたちの姿も。昔懐かしい生活や
遊びの移り変わりを体感しながら、石川家住
宅で過ごす休日を楽しんでいました。

スイカ割り
8月2日（金）黒笹保育園

　黒笹保育園で、夏の風物詩、スイカ割りが
行われました。挑戦する園児が目隠しをする
と「がんばれ」、「できるよ」とみんなで応援。
周りの声や先生に助けてもらいながら、スイ
カの前まで移動した園児は、「よし、ここだ」
と思い切って棒を振り下ろしました。スイカ
にヒビが入ると、会場は大盛り上がり。楽し
い夏の思い出となりました。

第5回石川家住宅なつまつり
7月20日（土）石川家住宅
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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問題 �今号の特集でも登場した「みよ獅
し し
子

ちゃん」に関するクイズです。次の
ア・イに当てはまる言葉をお答えく
ださい。

【応募方法】①答え、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】9月9日（月）必着
【8月号の正解】A500、B2、C5.2（応募30通、正解29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】今月の広報を読んで、良いと思った記事と改
善した方が良いと思った記事、また、その理由を教えてください。

鈴
すず き
木�紅

くれ は
羽ちゃん

誰にでも優しく、周りの人
たちを笑顔にできる子に
なってね。〔黒笹町〕

２歳

松
まつば
葉�纏

まとい
ちゃん

世話好きな纏ちゃん。物事
の判断ができる大人になっ
てね。〔福谷町〕

３歳

古
ふるかわ
川�杏

あん
ちゃん

心身ともに健康で、思いや
りのある優しい子になって
ね。〔明知町〕

２歳

鈴
すずき
木�智

ちづ る
敦くん

3歳のお誕生日おめでとう。
元気いっぱい、たくましく
大きくなってね。〔三好町〕

３歳

熊
くまがい
谷�敬

けい た
太くん

元気いっぱい、優しい子に
育ってね。大好きだよ。〔三
好町〕

２歳

深
ふかや
谷�太

た お
鳳くん

優しい心と感謝の気持ちを
持てる子になってね。〔明知
町〕

２歳

山
やまざき
崎�玲

れ な
奈ちゃん

いつも笑顔で元気いっぱいの
玲奈ちゃん。健康で思いやり
のある子に育ってね。〔潮見〕

１歳

山
やまもと
本�奏

かな た
向くん

湊
みなと

お兄ちゃんと仲良く、い
つも周囲を和ませる存在で
いてね。〔黒笹〕

２歳

対象 11月生まれで申し込み時に3歳未満の子　
申込 �掲載を希望する人は、9月24日（火）までに、❶住所、❷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字程度）、❻ひまわりネットワーク

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

「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（今月号の応募は8人）。

メール

９月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

ひまわりネットワークで
放映中の市政番組「みよし
TODAY」の中でお誕生日
のお子さんを紹介します。
希望した人には、後日、ひ
まわりネットワークから申
込書を郵送します。

獅子舞の頬には、
みよし市章、鼻は
市の木　　、髪飾
りは市の花　　が
デザインされてい
ます。

ア
イ
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家庭教育だより № 9
はぐくみ

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

　単純に「教える」「叱る」ではなく、クイズ形式にすることで、
子どものマナーへの意欲・関心が高まります。

楽しめるクイズ形式

ご飯を食べるときに正しい姿勢は次のうちどれでしょう？

（答え：②）

Q

① ② ③

日常生活の どう身に付ける？

　再確認とは「再び、確かにそうだと、認める」ことで
す。子どもにマナーを教えているときに「再・確」だけに
なっていませんか？
　褒めることは、認めることです。子どもがマナーをき
ちんと守れたときは、たくさん褒めて、まずは親が子ど
もを認めてあげましょう。それが「再」びマナーを「確認」
することにつながり、良い循環が生まれます。
　より良いマナーで、より良い家庭を目指しましょう！

マナーの「再・確・認」

平成27年度「楽しい子育て全国キャンペーン」～家庭で話そう！我が家の
ルール・家族のきずな・命の大切さ～　三行詩優秀作品

文部科学大臣賞（中学生の部）今回の三行詩

マナー

　子どもは、経験を通してマナーを学ん
でいきます。その場で声を掛けることが

その場での声掛け

例 「なぜ騒いだらダメなのかな？」
「相手の立場だったらどう思う？」

　子どもは親の姿を見て成長します。特に幼少期は
親の姿をまねしたがるものです。あいさつや食事な

子は親の鏡

どのマナーを正しく行えば、それが子どもにも伝わっていき
ます。

　読書や読み聞かせはマナーの知
識を習得する最も良い方法です。
特に最近では左記のようなクイズ

読書や読み聞かせ

形式の本も多く出版されています。それらを積極
的に活用していきましょう。

大切ですが、その際にはただ単に注意するだけで
はなく、「どうして注意されたのか」を子どもに理
解させることが重要です。

考えてみよう！
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図書館だより

市制10周年
カウントダウン

みやにしたつや／作 金の星社 請求番号 E ／シマ

富
とみやす

安陽
よ う こ

子／作  しまだともみ／絵
ひさかたチャイルド　請求番号 E ／シマ

　お弁当をつくってくれるお母さん。
風邪をひいて熱をだしたら朝まで看病
してくれるお母さん。毎日、絵本を読
んでくれるお母さん。ぼくを産んでく
れたお母さん。そんなお母さんへ、心
からありがとうを伝えてくれる絵本。

　影は、いつもくっついて離れないも
の。ところが、月の青い夜になると世
界中の影が自由に飛び回りパーティー
をするという。影の国へ連れていって
もらった少年が不思議な体験をするお
話。

「おかあさん ありがとう」

「かげパ」

 開館  9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館  毎週月曜日（祝日を除く）、9月17日（火）、

24日（火）～26日（木）
問合 中央図書館 サンライブ内 
      ☎34-3111 N34-3114 ホームページ

日時 �10月6日（日）14：00～15：30
場所  サンライブ2階研修室兼運動室
講師 �翻訳家の菱

ひ し き
木晃

あきらこ
子さん

定員 �先着で100人　費用 �無料  
申込 �9月6日（金）以降に電話、またはサンライ

ブ2階総合受付へ直接

　身の回りに何気なくあふれている色に関する
本を紹介します。日常生活に彩りを取り入れて
みてはいかがでしょう。
期間  9月1日（日）～11月27日（水）
場所 �1階特集コーナー総合（白テーブル）

　中央図書館では、さまざまなテーマの特集・
展示コーナーを設置しています。ここではその
一部を紹介します。

図書館特集・展示コーナー

スウェーデン児童文学の魅力と
翻訳の愉しみ～ニルスやピッピ
と出会って～

おすすめ図書
子ども読書推進委員による

いろのいろいろ

　福谷町に、みよし北交番が開所
しました。以来、地域の安全・安
心の拠点となっています。

みよし北交番開所

S33 S43 S53 S63 H9 H19 H29

1

4

0

2

5

3

6

7

（年）

人
口（
万
人
）

6万人達成までの軌跡

　平成27年6月29日、みよし市の住民基本台帳人口が6万人を達成しました。
人口6万人を達成

平成27年
を振り返る

1月 みよし北交番開所
6月 人口6万人を達成
11月 ジョブサポートみよし開所

国内ニュース
3月 北陸新幹線開業
9月 ラグビーワールドカップで日本代表が

強豪南アフリカに勝利
10月 マイナンバーの通知開始

昭和33年 三好町誕生！
人口9,043人

平成22年1月4日
市制施行

人口57,764人
平成27年6月
人口6万人到達

　みよし市は令和2年1月4日に市制施行10周年を迎えます。
このコーナーでは、市になってからの10年の歩みを振り返
ります。第6回目は、平成27年の主な出来事を紹介します。
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 形の分子（内在するものたち）　　
作 者 名　仲

なかがめ
亀　幸

ゆきひろ
弘

受 賞	 1992年度特選
設置箇所	 三好ケ丘駅前広場
製作意図	 あらゆる形態を造り、生命の源である分子。生物は、このような
分子の結合によって生まれ進化し、これからも、未知へチャレンジを続ける
だろう。

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

彫刻マップ

ホームページ

下記は申し込み不要です。

▲左から順に、講座で作成した「布草履」、「絵手紙」、「万華鏡」

　平成元年度から15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。

石川家住宅イベント講師募集
　石川家住宅の講師になって、特技や趣味を共有しませんか。
内容 �1講座5回以内で、1回90～120分の企画（昔のものでなくても可）

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

5日（土）
竹を削って小鳥笛を作ろう 10：00～12：00 竹を削って小鳥のさえずりの音色を出す笛を作る。先着で5組（小学生

以上）
絵をはじめよう「パステル」 13：00～15：00 楽しく自由に描く。先着で10人。ティッシュペーパー・新聞紙を持参
伝承木綿講座 機織り 13：30～15：30 綿から糸をつむぎ布を織る。先着で5人

6日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験をする（見学可）

12日（土）
昔の履物を履いてみよう 9：30～10：00 草履や下駄、蓑

みの
、笠を身に着ける。先着で5人

折り紙で船頭さんを作ろう 13：30～15：00 折り紙を重ねて船を作り、船頭さんを乗せる。先着で5人

19日（土）
つるし柿飾りを作ろう 10：00～12：00 布きれと綿を使い作る。先着で5人。糸・針・はさみ・布きれを持参
竹鉄砲（やまぶき鉄砲）を作っ
て射的で遊ぼう 13：00～15：00 竹を削って鉄砲を作り、ティッシュペーパーを丸めた弾を飛ばして遊

ぶ。先着で5人

26日（土）

布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 布を裂いて縄を作り、草履を作る。先着で3人。和はさみ・綿の布を持参

篠
しのぶえ

笛教室 10：00～11：00 日本の歌曲や童謡などを横笛で吹く。先着で10人（小学3年生以上）。
七本調子の篠笛を持っている人は持参

落
らっかん

款を作ろう 13：00～15：00 石から落款を作る。先着で5人。落款用の石を持参

申込 �9月3日（火）～28日（土）に申込書（歴史民俗資料館で配布、ホームページ
からダウンロード可）を歴史民俗資料館へ郵送、ファクス、メール、また
は直接（内容により面接あり）

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
	開館水・木・土・日曜日 9：00～16：30
問合石川家住宅　☎・N32-3711

▪6日、20日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪13日、27日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00
※いずれも歌唱指導はありません。

お蔵の中で唱歌を歌おう

お蔵の中で懐メロを歌おう

10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。



※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（保健センター内）へお問い合わせください。

10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

▲

健診などの予約時間 8：30～17：15 ホームページ
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▲

妊　婦GRAVIDEZ

教室名など 日　時 対　象 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
※都合の悪い人はご連絡く
ださい。

妊婦
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。

－ －

パ
パ
マ
マ
教
室

10月11日（金）
受付 9：15～9：30

妊娠16週以降
の妊婦および
その夫（妊婦・
夫のみでも可）

母子健康手帳、子育てサポ
ートガイド、筆記用具
※マタニティコースは運動
のできる服装でお越しくだ
さい。

40人 10月4日（金）まで

11月8日（金）
受付 9：15～9：30 40人 11月1日（金）まで

12月7日（土）
受付 9：15～9：30 40人 11月29日（金）まで

CRIANÇAS

▲

乳幼児

教室名 日　時 対　象 内　容 定員 申し込み
すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
10月9日（水）
受付 9：30～9：50 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話と試食 30人 10月2日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
10月15日（火）
受付 12：30～13：30 就学前までの子

歯ブラシ・コップ・タオル・母子健康手
帳・フッ化物塗布費300円（希望する場
合のみ）を持参

40人 10月8日（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
10月21日（月）
受付 9：30～9：50

平成30年9月生まれ
の子

身体計測、発育・発達およびむし歯予防
の話、ブラッシング指導 20人 10月11日（金）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
11月5日（火）
受付 9：30～9：50

平成29年9月・10月
生まれの子

身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
シング指導 20人 10月29日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
11月26日（火）
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

－ 不要

CONSULTA

▲

相　談
相談名 日　時 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

10月7日・21日・28日の月曜日
受付 9：00～11：00

28日は助産師が相談に応じます（予約制）
（Temos um（a）  interprete de português）

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
10月8日（火）  
受付 9：30～11：00

場所はカリヨンハウス。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
10月28日（月）
受付 9：00～11：00

助産師が相談に応じます（予約制）。
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
10月7日（月） 
受付 9：00～11：00

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（予約制）

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。

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

10月8日（火）
受付 12：45～14：00
※番号札を11：30から
配布します。受け付け
開始後、番号を呼ばれ
たときにいない場合は
順番が後になることが
あります。

● 事前に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。

10月29日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

10月9日（水）
10月24日（木）

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

10月2日（水）
10月16日（水）

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso para gestante

子 育 て コ ー ス
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso de:como cuidar do bebê
体 験 コ ー ス

Aula para futuros mamãe e papai 
Exercicios para gestante e como 

dar banho no bebê
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＜日本脳炎予防接種の特例について＞
 ▶ 日本脳炎1期特例対象者＝①平成19年4月1日までに生まれた、20歳未満の人、②平成19年4月2日から平成21年10月

1日までに生まれた、9歳以上13歳未満の人
▶日本脳炎2期特例対象者＝平成19年4月1日までに生まれた、13歳以上20歳未満の人
※接種券は健康推進課（保健センター内）で発行します。母子健康手帳をご持参ください。

集団方式（保健センター）
※予約は健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行い、定員になり次第締め切ります。無料クーポン券をお持ちの人は、
予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。

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。平成31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2年3
月31日現在）の年齢です。また、がん検診には個人負担金免除制度があります。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

◆ 妊娠中の人、または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。

◆ 妊娠中や授乳中の人（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。

子宮頸がん検診について 乳がん検診について

女性がん検診無料クーポン券について
　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。

▲  

対象者＝平成31年4月20日現在、市に住民登録があり、以下の条件を満たす人

【子宮頸がん検診】
20歳（平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：平成31年4月1日 【乳がん検診】
40歳（昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれ）の人

年齢起算日：平成31年4月1日

※検診費用の全部を補助します。無料で受けられるのは、生涯で一度のみです。この機会を逃さず、検診を受けましょう。
※上記の年齢の人で、平成31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（保健センター内）にお問い合わせくだ
さい。

■10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。

6日（日）
きたまちクリニック
豊田市喜多町3-80クラウンハイ
ツ2階

☎0565-37-0618

13日（日）つかさ整形外科
豊田市司町5-12 ☎0565-37-3322

14日（祝）細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

20日（日）なかねクリニック
豊田市梅坪町8-3-9 ☎0565-37-8800

22日（祝）しばはらクリニック
豊田市貝津町箕輪216-1 ☎0565-45-6633

27日（日）ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11　 ☎0565-36-5511

●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・年末年始・8月15日の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

検診名 日　時 対　象 費　用 託児  申し込み

39歳以下の健診
Exame para pessoas
abaixo de 39 anos

10月10日（木）9：10～11：00
市内在住で、学校や事業所など
で健診を受ける機会のない昭和
55年4月1日～平成16年4月1日
生まれの人

無料 有り 不要

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

10月1日（火）
11月29日（金）

9：15～11：00
20歳以上で本年度偶数歳にな
る女性、または子宮頸がん無料
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）

有り

10月1日の予
約は、9月3日

（火）、11月29
日の予約は、
10月29日（火）
8：30から受け
付け

乳がん検診（乳房超音波）
Exame de câncer de mama 

（Ultrassonografia Mamária）
9：15～11：00 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）

9：00～11：00
40歳以上で本年度偶数歳にな
る女性、または乳がん無料クー
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）



■�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
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せします。

特別職報酬等審議会委員募集
人事課  ☎32-8351  N32-2165
{jinji＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
　市長、副市長および教育長の給料の
額や市議会議員の報酬の額などに関す
る審議を行う委員を募集します。
期間任命日～審議終了
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①市内在住で満18歳以上
②�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（任期中3回開催予定）
③�一般職の国家公務員および地方公務
員でない

人数 2人　選考書類選考
申込 �9月13日（金）までに①申込書（様
式自由）に住所、氏名、電話番号、
職業、生年月日、応募理由（簡潔
に記入）、②レポート（1,000字程
度。テーマ「応募の動機について」）
を人事課へ郵送、ファクス、メー
ル、または直接

※申込書・レポートは返却しません。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

お知らせ
地方税の電子納付
納税課  ☎32-8051  N76-5103
　10月から地方税共通納税システム
の運用が開始され、e

エルタックス
LTAXを利用して、

全国の地方公共団体へ法人市民税や個
人住民税（特別徴収分）の電子納付が
可能となります。詳しくは
eLTAXのホームページをご
覧ください。
　また、国税（特に源泉所得税）の納付
についても、簡単・便利な電子納付（ダ
イレクト納付）をご利用ください。こち
らは豊田税務署（管理運営部門☎0565-
35-7772）へお問い合わせください。

停電情報お知らせサービス
中部電力株式会社豊田営業所
☎0120-988-554
　中部電力は、昨年、台風による長時
間停電が広範囲で発生したことから、
非常災害時にも停電情報をより多くの
皆さんに伝えることを目的としたスマ
ートフォンアプリ「停電情報お知らせ
サービス」を開始しました。防災対策
の一助としてご活用ください。

iPhone用 Android用

三好ケ丘駅前広場再整備工事
道路河川課��☎32-8020��N34-4429
　令和3年3月までの予定で、三好ケ丘
駅前広場の再整備工事を行います。工
事期間中は、利用者の皆さんにご迷惑
をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。工事による規制など、
詳しくは今後、駅前広場などでお知ら

※採用の結果は応募者全員に通知しま
す。

全国家計構造調査
企画政策課 ☎32-8005 N76-5021
　総務省統計局では本年10月から11
月までの2カ月間、全国家計構造調査
を実施します。この調査は、皆さんに
日々の収入や支出などを回答していた
だき、国民生活の実態を明らかにする
ものです。調査結果は、社会保障や福
祉政策の検討など、国民生活に身近な
政策に役立てられます。一人一人の回
答が、日本のよりよい未来をつくりま
す。調査へのご協力をお願いします。

暮らしの便利帳
企画政策課��☎32-8005��N76-5021
　市政における暮らしに役立つ情報を
まとめた地域行政情報誌「暮らしの便
利帳」を、市と株式会社サイネックス
が官民協働事業で作成します。紙面の
広告を募集するため、株式会社サイネ
ックスが9月から10月までに市内の
事業所を訪問することがあります。皆
さんのご理解をお願いします。なお、
暮らしの便利帳は令和2年1月頃に全
戸へ配布予定です。

　みよし市内の刑法犯総数は、昨年
に比べて－78件（－32.1％）と減少

傾向にあります。しかし、人口1,000人当たり
の刑法犯認知件数は2.66件と、豊田市の2.59
件よりも多くなっています。隣接の豊田市では、
空き巣、事務所荒し、自動車盗、部品ねらい、
車上ねらいが県下ワースト1位となっています
ので、引き続き防犯対策をお願いします。

防犯対策をしましょう

空き巣 6件
自動車盗 2件
部品ねらい 3件
車上ねらい 9件
自転車盗 16件
その他 129件

刑法犯総数 165件

みよし市内の主な犯罪
発生状況（平成31年1月
～令和元年6月）

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

ホームページ
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「譲ります」「譲ってください」
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】
大正琴、譜面台、調律器、電動アシス
ト付き自転車

【譲ってください】
保育園のスモック、麻雀のゴムマット

【交渉の流れ】
　希望者は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
してください。

【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

特産品シール（柿）配布開始
産業課��☎32-8015��N34-4189

　市の特産品である柿の品種を明記
した特産品シール（丸型85mmおよび
30mm）を作成しました。富有、太秋
を9月2日（月）から配布しますのでご
利用ください。
対象 �市内で該当品種の農産物を生産し
ている農家

費用 �無料　申込 �産業課へ直接　

柿オーナー募集
産業課��☎32-8015��N34-4189
　市の特産品である柿のオーナーにな
って、この秋は自分の柿を楽しみませ
んか。
内容 �栽培農家が管理した柿の収穫（1
口1～2樹、収穫量最低30kg（約
150個）保障）

場所 �明知町の柿畑�他
対象 �10月中旬～11月下旬に柿を収穫
できる人

定員 �先着で20口（複数口申込可）
費用 �1口10,000円
申込 �産業課または、JAあいち豊田グ
リーンステーション三好（☎32-
1082）へ電話

催し・講座
秋期日本語ボランティア
入門講座
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
　日本語で困っている人に、日本語を
指導するボランティアになりませんか。
日時 �9月18日～11月13日の毎週水曜
日10：00～11：30（全8回）

場所 �市民活動センター1階多目的室1
講師 �日本語サークルボランティアの上

かみ

村
むら

桂
け え こ

恵子さん、泉
いずみ

恭
きょうこ

子さん、近
こん

藤
どう

裕
ゆ み こ

美子さん
対象 �講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人

※外国語能力は問いません。
定員 �先着で12人　費用 �無料
申込 �9月13日（金）までに協働推進課へ
電話、または直接

外国人のための日本語教室
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
日時 �次のとおり
○�水曜教室…10月2日～3月11日の毎
週水曜日（12月18日・25日、1月1日
を除く）10：00～11：30
○�土曜教室…10月5日～3月21日の毎
週土曜日（11月23日（祝）、12月21
日・28日、1月4日を除く）10：00～
11：30

場所 �市民活動センター1階多文化共生
センター

対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上
で日本語を勉強したい外国人

費用 �無料（テキスト代が別途必要）
申込 �不要。開催日に会場へ直接

男女共同参画ステップアップ
セミナー・スキルアップ講座
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 ��①働く女性応援「若々しく元気に
なるメイクアップレッスン」、②親
子でチャレンジクッキング「パパ
といっしょに作っちゃおう！」

日時 ��10月5日（土）10：00～11：30
場所 ��おかよし交流センター
講師 ��①JMANメイクアップクリエータ
ーの広

ひ ろ せ

瀬佳
か よ

世さん、②NPO法人
ファザーリング・ジャパン理事の
横
よ こ い

井寿
ひ さ し

史さん
対象 ��①市内在住・在勤の女性、②市内
在住・在学の小学生とその父親

定員 ��①先着で20人、②先着で12組
費用 ��①500円、②1,300円（材料費を
含む）

託児 ��先着で5人（9月20日（金）までに予
約が必要。生後6カ月以上の未就
学児に限る）

申込 ���9月20日（金）までに、住所、氏
名（②の講座のみ子どもの氏名･年
齢）、電話番号、希望する講座名
を明らかにして、協働推進課へフ
ァクス、メール、または直接

市民囲碁大会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
内容 �5・6チーム
によるリー
グ戦

日時 �10月27日
（日）9：00～
17：00

場所 �中部老人憩いの家大広間（三好町
宮ノ越30-1）

対象 �市内在住・在勤・在学
費用 �2,000円（昼食代を含む。中学生
以下は1,000円）

申込 �10月12日（土）までに文化協会囲
碁部会の渡

わたなべ

邊眞
まさかず

和さんへ電話（☎
36-4276）
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   9 日
金9

2019

 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
 お問い合わせ・ご予約)  リハビリ直通)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

　　有料広告

催し・講座
第2回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　大根、白菜、ブロッコリーを自分で
作ってみませんか。土作りや苗の植え
付け、追肥、手入れの仕方などを学び
ます。
日時 �9月21日（土）10：00～11：00（少
雨決行）

場所 �緑と花のセンター内指導農園（時
計台広場前に集合）

対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �無料　持物 �軍手・長靴
申込 �9月1日（日）～17日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクスまた
は直接

人権啓発映写会
「エクレール お菓子放浪記」
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　人権意識の普及高揚を目的に、原
作・西

にしむら

村滋
しげる

さん、監督・近
こんどう

藤明
あ き お

男さん、
遠
えんどう

藤憲
けんいち

一さん、高
たかはし

橋惠
け い こ

子さん、いしだ
あゆみさん出演の映画「エクレールお
菓子放浪記」を上映します。さまざま
な出会いと別れを繰り返し、戦中・戦
後を必死に生き抜いていくアキオ少年

の姿を通して、お菓子への憧れを描い
た作品です。　　　　　　　　
日時 �9月14日（土）12：00～
場所 �サンアート小ホール　費用 �無料
申込 �整理券を9月3日（火）から市民課、
サンネット、サンアートの各窓口
で配布（1人3枚まで。予定枚数を
配布次第終了）

ジョブサポートみよしの講座
ジョブサポートみよし ふれあい交流館内
☎33-1860 �N32-8222

【若者向け就労支援セミナー】
　自分を知り、相手を知る、人間関係
に悩まない方法を学びませんか。就職
後の仕事とコミュニケーションのあり
方、人間関係につまずかない心のト
レーニング方法を紹介します。
日時 �9月25日（水）13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �人材育成コンサルタントの道

みちだ
田智
とも

子
こ
さん

対象 �40歳未満で就職活動中の人、ま
たはその家族

定員 �先着20人　費用 �無料
申込 �9月2日（月）～18日（水）にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

【子育てママのライフプラン&パソコ
ンセミナー】
　子育てをしながら就職を目指してい
るママを応援するため、Word・Excel
などのパソコンの基本操作のセミナー
を開催します。
日時 �10月8日（火）・9日（水）・10日（木）
10：00～16：00

場所 �ジョブサポートみよし

講師 �あいちマザーズハローワーク就労
支援ナビゲーター�他

対象 �次の全てに該当する人
①�子育てをしながら早期（おおむね3カ
月以内）の就職を目指している
②�ハローワークに求職登録をしている
（セミナー申し込み時に登録可）
③�3回とも参加できる
④�他市で開催されたハローワーク主催
のパソコンセミナーに参加したこと
がない

定員 �先着で15人　費用 �無料
託児 �あり（9月27日（金）までに予約が
必要。6カ月～未就学児に限る）

申込 �9月2日（月）～30日（月）にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

特殊詐欺撲滅講習会
防災安全課��☎32-8046��N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　近年巧妙化する振り込め詐欺などの
特殊詐欺対策として、高齢者を対象と
した防犯講習会を開催します。ぜひご
参加ください。
内容 �豊田警察署生活安全課による特殊
詐欺講話、愛知県警察本部防犯活
動専門チーム「のぞみ」による寸劇

日時 �10月11日（金）14：30～15：45
場所 �おかよし交流センター（ひばりケ丘
2-1-1）

対象 �市内在住で65歳以上とその家族
定員 �抽選で20人程度　費用 �無料
申込 �9月20日（金）までに住所、氏名、
生年月日、電話番号を明らかにし
て、防災安全課へ電話、ファクス、
メール、または直接



23

 別面談なので、他の方と

顔を合わすことはございません。

 12 - 13-621 肝炎訴訟
 給付金請求）について

 料 相 談 会
   

別

 
行
い
ま
す
。

 料電話相談も
同時受付中！ お気軽にお電話ください

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料 別相談会をご利用ください

 :00 18:00 平日

完　全
予約制

 ご予約受付時間〉

 ご遺族の方も給付金請求できます

昭和16年7月2日～

昭和63年1月27日生まれ
50万円～3,600万円

 病態に応じて給付金等の内容が

異なります
 訴訟実費

別途

着手金・相談料  料
成功報酬制

対象者 給付金
弁護士
費用

 

程

・

会

場

おおぶ文化交流の杜 会議室３3 木)

10

4 金)

10
刈谷商工会議所 中会議室

5 土)

10
岡崎市せきれいホール 集会棟１階 101号室

6 日)

10
安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ 本館1階 多目的室1

 8/7入稿 0807_愛知県_みよし市広報誌_相談会h48w180_4c

 護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京 護士会所属 登録番号35029

□TEL 03-5363-6333
□http://precious-law.jp/
□E-mail:info@precious-law.jp

□FAX 03-5363-6334  

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  【営業時間】 平日 9：00～18：00

灰
かいゆう

釉陶器づくり体験
歴史民俗資料館
☎34-5000�N34-5150
　平安貴族が愛した文様入り灰釉陶器
づくりを体験しませんか。
日時 �9月21日（土）9：00～16：00、10
月19日（土）9：00～12：00

場所 �サンライブ3階美術室
定員 �先着で12人　費用 �1,500円
申込 �9月10日（火）以降に歴史民俗資料
館へ電話、または直接

サンアートの催し
サンアート  ☎32-2000  N32-3232

【ロビーコンサート】
日時 �9月19日（木）19：00～20：30
場所 �サンアート1階ロビー
出演 �箏

こと

デュオことさと（箏のアンサン
ブル）、とりあえずカルテット（フ
ルートカルテット）、D

デ ュ オ

uoふた葉
（ピアノ連弾）

費用 �無料
【月見のゆうべ】

日時 �9月23日（祝）18：30～20：30
場所 �ふるさと会館庭園（雨天時は屋内）
出演 �B

ブ レ ン ズ

LENZE（オカリナアンサンブル）、
微
ほほえみてい

笑亭さん太
た

さん（落語）
費用 �350円（呈茶付き）
申込 �不要。会場へ直接

【吉田兄弟×レ･フレール　スペシャル
コラボコンサート】
　津軽三味線と一台4手のピアノ連弾。
魅せるパフォーマンスと魂を揺さぶる
音色をお楽しみください。
日時 �12月14日（土）17：30～

場所 �サンアート大ホール
費用 �S席6,500円、A席6,000円
申込 �先行販売は9月23日（祝）10：00か
らレセプションホールで先着順に
受け付け（1人10枚まで）。9月24
日（火）10：00から一般販売開始

マタニティヨガ・産後ヨガ
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　お子さん連れで受講できますので、
お気軽にご参加ください。
内容 �①マタニティヨガ、②産後ヨガ
日時 �①9月10日（火）14：00～15：00、
②9月12日（木）13：00～14：00

場所 �明越会館
対象 �①妊娠16週以上の妊婦（主治医の
許可が必要）、②女性

定員 �先着で各5人　費用 �1回1,500円
持物 �ヨガマット（無料貸し出しあり）
申込 �各講座開催の3日前までの火・木・
金曜日9：00～15：00、水・土曜
日9：00～12：00に、氏名、電話
番号を明らかにして、三好さんさ
んスポーツクラブへ電話、メール、
または直接�

秋葉まつり
知立市観光協会 
☎0566-83-1111（代表）
　昼間は、若衆が玉箱を担ぎ、長持唄
を歌いながら威勢よく各町内を練り歩
きます。夕方になると知立神社に宮入
りし、勇壮な手筒花火を披露します。
日時 �9月22日（日）9：00～21：30（手筒

花火は19：00～21：00）
場所 �知立神社（知立市西

にしまち

町神
じんでん

田12）�他
※会場に駐車場はありませんので、公
共交通機関をご利用ください。

ラグビーワールドカップ2019™
ファンゾーン in 愛知・豊田
ラグビーワールドカップ2019
愛知・豊田開催支援委員会 
☎0565-34-6786
パブリックビューイングイメージ図

内容 �400インチの大型スクリーンによ
るパブリックビューイング、ラグ
ビートークショーや出場国・地元
の歌や踊りの披露、ラグビー体験
など

日時 �9月20日（金）・23日（祝）15：00
～22：00、9月28日（土）、10月
５日（土）12：00～22：00、10月
12日（土）10：00～22：00、10
月13日（日）15：00～22：00、
10月19日（土）・20日（日）15：00
～21：15、10月26日（土）15：
00～19：00、10月27日（日）
15：00～20：00、11月2日（土）
15：00～20：30

場所 �スカイホール豊田（豊田市八
はちまん

幡町
1-20）

費用 �無料（試合観戦チケット不要）
　　有料広告
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　　有料広告

催し・講座
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
内容 �①能狂言が見たくなる講座第2回
「ゆかしい能装束の世界」、②か～
るくラシック♪スペシャル版「ク
リムト×ウィーン音楽」

日時 �①9月12日（木）14：00～、②9月
29日（日）14：00～

場所 �①豊田市能楽堂（豊田市西
にしまち

町1-200�
豊田参合館8階）、②豊田市コン
サートホール（豊田参合館10階）

出演 �①喜多流シテ方能楽師の大
おおしま

島衣
き ぬ え

恵
さん、能楽研究家の田

た ざ き

﨑未
み ち

知さん、
②ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団コンサートマスターのライ
ナー・ホーネックさん�他

費用 �①1,000円（学生は500円）、②
1,000円（4歳～中学生は500円）

申込 �ホームページから予約

豊田高専の催し・講座
豊田工業高等専門学校総務課 
☎0565-36-5828 
N0565-36-5930

【高専生とヒンメリ作り＆稲刈り体験】
日時 �9月29日（日）9：00～16：30
場所 �豊田市笹

ささど
戸町（名鉄豊田市駅集合）

対象 �小学4～6年生　定員 �抽選で15人
費用 �500円　
申込 �9月16日（祝）まで（詳細はホーム
ページを参照）

【100万語英語多読体験会】
内容 �英文多読の原理と多読図書の紹介
日時 �10月12日（土）10：00～11：30
場所 �豊田工業高等専門学校図書館（豊
田市栄

えいせい
生町2-1）

申込 �不要。会場へ直接

名古屋大学農業ふれあい教室
名古屋大学東郷フィールド
☎37-0200  {takatsuka.toshio@
adm.nagoya-u.ac.jp
内容 �サツマイモとラッカセイの収穫体
験

日時 �10月5日（土）10：00～12：00
場所 �名古屋大学東郷フィールド（東郷
町諸

もろわ
輪字畑

はたじり
尻94）

対象 �小学生とその保護者
定員 �先着で15組　費用 �無料
申込 �9月6日（金）～16日（祝）に児童氏
名（ふりがな）、学校名・学年、保
護者氏名、連絡先（住所、電話番
号）を明らかにして、東郷フィール
ドへメール

スキルアップ講座
愛知県立岡崎高等技術専門校 
☎0564-51-0775 
N0564-52-4568
{okazaki-senmonko@pref.aichi.lg.jp
内容 �①NCプログラミング基礎講座、
②PLCプログラミング基礎、③旋
盤作業の基本操作

日時 �①10月17日（木）・18日（金）、②10
月26日（土）・27日（日）、③10月29
日（火）～11月1日（金）9：10～16：
30（①・②は2日目は15：40まで）

場所 �愛知県立岡崎高等技術専門校（〒
　　444-0802�岡崎市美

みあ い
合町字平

ひらばた
端

　　24）
費用 �①・②2,600円、③5,600円
申込 �9月2日（月）～26日（木）に講座名、
氏名、生年月日、住所、電話番号、
職業を明らかにして、愛知県立岡
崎高等技術専門校へ往復はがき、
またはメール

高浜市の祭り
高浜市役所文化スポーツグループ
☎0566-52-1111（内線330）

【おまんと祭り（高浜市無形民俗文化財）】
　法被に地下足袋姿の若者が、円形に
組んだ馬場で、鈴飾りや造花を背負い
疾走する馬に向かって飛びつき、人馬
一体となって駆け回る勇壮なお祭りで
す。
日時 �10月5日（土）･6日（日）9：00ごろ～
17：00ごろ

場所 �春
かす が
日神社、八

はっけんしゃ
劔社（高浜市春

かす が
日町

二丁目）
【射

しゃほうきゅう
放弓（高浜市無形民俗文化財）】

　お弓奉納の儀として、約360年の歴
史を誇るお祭りです。裃

かみしも
に大小の刀を

差した武者姿の若者が、厳しい作法に
のっとり、東西へ白羽の矢を放ちま
す。放たれた矢は、見学者が争うよう
に拾い、護符として家に飾る風習があ
ります。
日時 �①10月12日（土）、②10月13日（日）
日の出～14：30ごろ

場所 �①八
はちまんしゃ
幡社（高浜市八

はちまん
幡町四丁目）、

②神
しんめいしゃ
明社（高浜市芳

よしかわ
川町二丁目）

※公共交通機関を利用してください。

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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 その他の再放送日程はひまわりネットワークの番組表、または電子番組表(EPG)でご確認ください。

 部小学校　初回放送　9月 7日（土）

緑丘小学校　初回放送　9月21日（土）

地元小学校と元気な児童を紹介する番組です。

学校ごとに取り組んでいる「特色のある授業」などを紹介！

今回はご覧の2校です。お楽しみに‼ 

 ボクらの学び舎』
 みよしコミュニティニュース』

 組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ

大学生がみよしを取材！

 まわり12 / 地デジ12ch

さんさんチャンネル / CATV123ch

 まわりくん

 180mm H48mm

毎週、地元の大学生がみよしの催しなどを取材

し、学生目線で伝えています！

 曜 午後3時50分～4時

三好ヶ丘カリヨンハウスから公開生放送！
午前８時00分～８時15分（ひまわり12ch）

鳥獣害に関する
実用化技術研究会
愛知県農業総合試験場
企画普及部広域指導室��
☎62-0085  N63-0815
内容 �獣害対策に関する試験研究成果、
集落ぐるみの鳥獣被害対策の取り
組み事例（豊田市大平地区）、捕獲
檻への反応調査に基づく効果的な
イノシシ捕獲について

日時 �10月10日（木）13：30～16：00
場所 �豊田市民文化会館小ホール（豊田
市小

こ ざ か

坂町12-100）

健康・福祉
就学前障がい児の
発達支援の無償化
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　幼児教育の無償化に伴い、就学前の
障がい児の発達支援も無償化となりま
す。
期間 �満3歳になった後の最初の4月～
小学校入学までの3年間

対象 �児童発達支援事業、保育所等訪問
支援�他

他 �令和元年9月1日現在で市が利用
決定している人は、無償化の対象
（事務手続きは不要）

みなよしカフェ
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502  N33-3501
内容 �参加者交流会、脳トレやコグニサ
イズなどの健康講座

日時 �9月13日（金）14：00～15：00
場所市民病院会議室
対象 �市内在住の40歳以上で認知症予
防や健康管理に興味がある人

費用無料��申込 �不要。会場へ直接

献血・骨髄バンクドナー登録
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
日時 �9月14日（土）10：45～12：00、
13：15～16：30（骨髄バンクのド
ナー登録は10：45～16：00）

場所 �サンアート玄関前
対象 �17歳（女性は18歳）～69歳の健康
な人（65歳以上は60歳～64歳の
間に献血の経験があること）

持物 �健康保険証など本人確認ができ
るもの、献血カードまたは献血手
帳（持っている人のみ）

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
内容 �約4kmのコース（境川緑地）を約1
時間30分かけて歩く

日時 �10月4日（金）9：30～11：30
※8：00の時点で雨天の場合は中止と
なります。また、警報発表・荒天時は
中止になる場合があります。
場所 �境川緑地公園に集合（下図参照）

境川
珈琲屋
らんぷ

集合
場所

ファミリー
マート

三好井ノ口

※駐車場に限りがあります。

対象 �市内在住　費用 �無料
持物 �過去にこの企画に参加した人は
健康記録手帳と名札

※日傘の利用はご遠慮いただき、帽子
などでの日差し対策をお願いします。
申込 �不要。集合場所へ直接

自殺予防週間
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　9月10日から16日までは自殺予防週
間です。悩みや不安がある人は、一人
で抱え込まず、助けを求めることが何
よりも大切です。保健所や専門機関にご
相談ください。また、周りの悩んでい
る人にも紹介してあげてください。衣
浦東部保健所では、こころの健康相談
を実施していますのでご利用ください。
相談 �平日9：00～16：30（12：00～13：
00を除く）に衣浦東部保健所健康
支援課こころの健康推進グループ
へ電話（☎0566-21-9337）

介護保険の地域密着型サービス
事業を整備する法人の決定
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
　市内で地域密着型サービス事業を整
備する法人が、社会福祉法人永

えいゆうかい
熊会に

決定しました。
　認知症対応型共同生活介護（認知症
対応型グループホーム、入所定員9人
×2ユニット）として令和3年4月までに
事業を開始する予定です。また、地域
密着型特別養護老人ホーム（定員29人）、
ショートステイ（定員10人）を併設し
ます。

　　有料広告
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健康・福祉
みよし市民病院健康教室
市民病院  ☎33-3300  N33-3308
内容 �筋肉量アップのための栄養と運動
日時 �9月25日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
講師 �市民病院職員の管理栄養士、理学
療法士

定員 �先着で25人　費用 �無料
申込 �市民病院リハビリテーション課へ
電話または直接

N
ネ ッ ト

ET119説明・登録会
尾三消防本部指令課
☎38-5119  N38-4119
　聴覚・発話障がい者用緊急通報シス
テム「NET119」の説明・登録会を開催
します。NET119とは、スマートフォ
ンや携帯電話のインターネット機能を
使って119番通報するシステムです。
利用には事前の登録が必要ですので、
説明・登録会に参加してください。す
でに登録している人も、操作方法の確
認などのため、ぜひご参加ください。
日時 �10月5日（土）10：00～12：00
場所 �日進市民会館展示ホール（日進市
折
おりど
戸町笠

かさでらやま
寺山62-3）

対象 �みよし市・豊明市・日進市・長久手
市・東郷町在住で、聴覚、発話に
障がいのある人

費用 �無料　
持物 �使用中のスマートフォン・携帯電
話

※「web119.info」のドメインからメー
ルが受信できるよう、事前の設定をお
願いします。
申込 �不要。会場へ直接

元気になる食事会
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
　親睦を深めるための食事会です。一
緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
内容 �食事会とアトラクション鑑賞

日時 �10月24日（木）11：30～13：30
場所 �福祉センター3階大ホールA・B
対象 �市内在住で1人暮らし（世帯分離
は除く）の65歳以上

定員 �先着で50人　費用 �500円
申込 �9月19日（木）～10月10日（木）に
参加費を添えて、社会福祉協議会
へ直接

就労に向けての勉強会・交流会
手つなぐ親の会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
{miyoshiwiz@yahoo.co.jp
内容 �手つなぐ親の会（心身障がい児・者
を持つ親の会）の勉強会「次のステ
ップ、進路に向けて～より良い学
校・家庭生活を考えよう～」

日時 �9月27日（金）10：00～12：00
場所 �福祉センター3階大ホールA・B
対象 �学齢期の子の保護者
費用 �無料
申込 �9月20日（金）までにお子さんの氏
名、電話番号、学校名、学年を明
らかにして、手をつなぐ親の会へ
メール

地域交流フェスティバル
地域活動支援センターサン・クラブ
☎0565-48-3058
　病気のこと、病院のことを知る機会
として、ぜひお越しください。
内容 �ステージショー、院長対談、飲食・
施設販売、体験ブース（革細工、
スクラッチアート）、抽選会

日時 �9月29日（日）10：00～15：00
場所 �医療法人研精会豊田西病院（豊田
市保

ほ み
見町横

よこやま
山100）

費用 �無料

神経系難病患者・家族のつどい
衣浦東部保健所  健康支援課
地域保健グループ  
☎0566-21-9338  N0566-25-1470
内容 �講演「療養生活に取り入れられる
工夫とリハビリ」、交流会

日時 �9月27日（金）14：00～16：00

場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大
おおてまち
手町1-

　　12）3階大会議室
講師 �安城更生病院リハビリテーション
科理学療法士の畔

あぜがみ

上佳
よしひろ

広さん、作
業療法士の山

やまもと

本幸
ゆ き こ

希子さん
対象 �神経系難病患者とその家族、医療
介護関係者

費用無料
申込 �9月18日（水）までに衣浦東部保健
所へ電話

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2年度、小学校に入学する子は、
健康診断と知能検査を受ける必要があ
ります。案内を9月上旬に各保育園・幼
稚園で配付、または学校教育課から送
付しますので、確認をお願いします。
保護者が付き添いの上、必ず受診して
ください。
　なお、当日都合がつかない人、転居
や転出などにより現在お住まいの学校
区と違う小学校に入学予定の人、受診
会場が分からない人、障がいがある場
合で配慮すべき事項がある人は、事前
に学校教育課へ連絡してください。

人形劇
なかよし地区子育て支援センター
子育て総合支援センター内
☎34-1250��N34-0501
内容  人形劇サーク
ル「ぐ・ちょき・
ぱ」による「山
の音楽家」、
「はらぺこあ
おむし」

日時 9月27日（金）10：30～11：10
場所子育て総合支援センター
対象未就園児とその保護者
定員抽選で40組　費用 1人15円
申込  9月13日（金）～20日（金）9：00～
16：00になかよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接
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病児・病後児預かりスタッフ
養成講座
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
　病児・病後児の一時預かりをするた
めに、必要な知識や技術を身に付けま
せんか。皆さんの参加をお待ちしてい
ます。
日時 �10月23日（水）～12月16日（月）の
うち10日間10：00～12：00

※日にちによって13：00～15：00、
10：00～15：00の場合があります。
場所 �市役所3階研修室
対象 �ファミリー・サポート・センター会
員、または市内在住で20歳以上

定員 �30人　費用 �無料　託児 �あり

申込 �9月3日（火）～28日（土）にファミ
リー・サポート・センターへ電話、
または直接

ベビービクス
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内
☎36-5722  N36-5108
　親子で楽しく体を動かしませんか。
日時  10月10日（木）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
講師 �ベビービクスインストラクターの
山
やまうち
内雅

まさ こ
子さん

対象 �1歳未満の未就園児とその保護者
定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
持物 �バスタオル
申込 �9月26日（木）～10月3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

スポーツ
市民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 �男子ダブルス・女子ダブルス、1
セットマッチトーナメント制

日時 �10月19日（土）9：00～（予備日10
月26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
ス協会会員

費用 �1組2,000円、本年度協会会費1
人500円

申込 �9月22日（日）までに総合体育館へ
直接

保育園・小規模保育事業所の入園受け付け  子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

　令和2年4月1日からの新入園と、令和2年4月から9月末までに育児
休業復帰による入園を希望する保育園児の入園受け付けを行います。申
込書は9月10日（火）以降に各保育園で配布します。
日時 �受付日は下表のとおり。受付時間は各園ともに9：00～18：00
場所 �入園第1希望の園
※可能な限り入園対象のお子さんをお連れください。当日に申し込みが
できない場合は、入園第1希望の園に事前に連絡してください。

受付日 保育園名 所在地 電話番号 保育実施
児童年齢 延長保育 区分

10月3日（木） 莇生保育園 莇生町仲田48-1 ☎34-7557 0～5歳児 19：00まで 私立
10月4日（金） すみれ保育園 三好町八和田108 ☎34-3123 0～5歳児 19：00まで 公立

10月8日（火）
黒笹保育園 福谷町西大山1-31 ☎36-5107 0～5歳児 19：00まで 私立
明知保育園 明知町細口浦41 ☎32-1035 1～5歳児 19：00まで 公立

10月9日（水）

キッズハウスみよし
（小規模保育事業所） 三好丘1-11-5 ☎36-3131 0～2歳児 19：30まで 小規模

なかよし保育園 西一色町二ノ沢8-2 ☎32-3048 0～5歳児 19：00まで 公立
わかば保育園 三好町大坪54 ☎34-1151 0～5歳児 19：00まで 公立

10月10日（木）
天王保育園 三好町天王51-20 ☎32-2346 0～5歳児 22：00まで 私立
みどり保育園 三好丘桜4-11-1 ☎36-3330 0～5歳児 19：00まで 公立

10月11日（金）
打越保育園 打越町畦違311 ☎34-0123 0～5歳児 19：00まで 公立
城山保育園 福谷町市場61-2 ☎36-3310 0～5歳児 19：00まで 公立

他 �定員を超えた場合は、10月31日（木）18：00までに受け付けた人を対象に、保護者の就労状況など保育の必要性の
高い子を優先にして調整。子どもの発育に心配のある場合は、事前に保育園または子育て支援課へ相談

※入園要件など詳しくは、申込書と同時に配布する「保育園入園申し込みのご案内」、または9月10日（火）
以降にホームページをご覧ください。 ホームページ
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スポーツ
水泳教室（後期）
なかよしクラブ 三好中学校内
☎・N34-1771
　25mクロールを目標に、楽しく水泳
上達を目指しませんか。
日時 �10月～令和2年3月の指定する土
曜日、1部…9：00～9：45、2部…
9：50～10：35

場所 �三好スイミングアカデミー（三好町
天王26-3）

対象 �小学生　
定員 �先着で若干名
※9月3日（火）～7日（土）に電話で空き
状況を確認してください。
費用 �受講料23,500円（半期）、会費
1,000円（年間）、スポーツ安全保
険料800円（年間）

申込 �9月8日（日）9：00以降の平日（月曜
日を除く）13：00～17：00、土・日
曜日9：00～12：00、13：00～17：
00に参加費を添えてなかよしク
ラブへ直接

スポーツ協会総合体育大会
グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657
日時 �10月18日（金）8：30～12：00（受
け付けは8：00から。予備日10月
24日（木））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住
費用 �300円（当日受付で集金。入賞賞
品・ラッキー賞あり）

※ホールインワンをした人は1回100
円の募金をお願いします。
申込 �9月9日（月）までに行政区、氏名、
年齢、電話番号、総合体育大会参
加と記入し、グラウンド・ゴルフ
協会事務局へファクス、またはは
がき（〒470-0214� 明知町砲録
山2-262�小栗方�グラウンド・ゴ
ルフ協会事務局宛）

ホームページ

採　用
納税推進員（非常勤特別職）
納税課  
☎32-8051  N76-5103
勤務  月139時間40分（18日程度）、平
日の8:30～20:00の中で最大7時
間45分（必要に応じて土・日曜日
勤務あり）

期間 10月1日～令和2年3月31日
場所 �市役所2階納税課
業務 �市税などの未納者宅を訪問しての
納税催促など

賃金 �基本月額156,800円（月額最大7
万円の能率報酬による加算あり）

対象 �昭和29年4月2日以降に生まれた、
自家用自動車を使用した訪問業務
や、簡単なパソコン操作（ワード・
エクセル）ができ、業務で知り得
た秘密を守ることができる人

※その他にも要件があります。詳しく
はホームページをご覧ください。
人数 1人　選考書類審査および面接
申込 �9月13日(金)までに、応募用紙（納
税課で配布、またはホームページ
からダウンロード）に必要事項を
記入し、納税課へ郵送（期限内必
着）、または直接

市民病院職員
市民病院  
☎33-3300  N33-3308
　市民病院で一緒に働きませんか。詳
しくはホームページからダウンロード
できる募集案内をご覧ください。
職種  理学療法士
資格 �昭和62年4月2日以降に生まれた、
理学療法士の資格を有する人、ま
たは本年度中に資格を取得見込み
の人

人数若干名　試験 9月26日（木）
選考面接、適性検査
採用令和2年4月1日
申込 �9月13日（金）までに提出書類（ホー
ムページを参照）をそろえて、市

民病院管理課へ郵送（期日内必
着）、または直接

他 �院内保育所完備

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �三好ネコの会PR、ネコの里親探し
日時 �9月7日（土）10：00～15：00
場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �県内在住でネコを家族の一員とし
て最後まで飼うことができる人

申込 �不要。会場へ直接
問合 �銅

どうき
城みえこさんへ電話（☎090-76

　　18-1659）

水墨画教室会員募集
　墨の濃淡だけで絵を描く水墨画。墨
と硯、筆だけで手軽に始められます。
日時 �毎月第2・4土曜日13：00～15：00
場所 �サンライブ3階美術室
費用 �3カ月11,000円
問合 �奥

おくだ
田克

かつこ
子さんへ電話（☎36-2625）

森のようちえん　てんとうむし
親子組　1日体験会
　焦らず、比べず、のんびりと外遊び
を楽しんでいます。新しい仲間を募集
中です。
日時 �9月12日（木）10：30～12：30
場所 �保田ケ池公園
対象 �未就学児とその保護者
費用親子1組500円
申込 �瀧

たきざわ
澤美

み な
奈さんへメール（{tentou

　　mushi344@gmail.com）

お箏
こと

をひきましょう！
　文化庁伝統文化親子教室補助事業
「みよし親子筝曲教室」です。

日時 �練習日…9月～令和2年1月の指定
する土・日曜日9：30～11：30、発
表会…1月25日（土）14：00（全8回）

場所 �石川家住宅、サンライブ音楽室
対象 �年長園児、小･中学生
費用 �4,000円
申込 �水

みずの
野靜

しずえ
江さんへ電話（☎73-8193）

ホームページ

ホームページ
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尾三だより
　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地
区自治体間連携事業として、それぞれの市町で行われるイ
ベント情報などを相互に掲載しています。

第18回にっしん夢まつり

男女共同参画推進事業「映画会」

グリーンフェスタin唐竹公園

第6回柏
はくろくかい
綠会陶磁展

日進市商工会　☎0561-73-8000

地域協働課　☎0561-56-0727　N0561-38-7933 

都市計画課都市施設係　☎0562-92-1114　N0562-92-1141

長久手市文化の家　☎0561-61-3411

　今年のテーマは「動
うごく
」。鳴子おどり

の大乱舞「夢おどり」、B級グルメなど

内容 �多肉植物寄せ植え体験、カントリー
アレンジ講座木の実リース作り、ハ
ンギングバスケットセミナー、地元
農産物販売など

日時 10月5日（土）9：00～14：00
場所 �唐竹公園（豊明市二

ふたむらだい
村台3-1）

※駐車場に限りがあるため、車でご来場

が並ぶ「夢屋台」、2,000発の花火が
夜空を彩る「夢花火」の3本柱で構成さ
れ、会場にいる全ての人が楽しめるお
祭りです。

の際は乗り合わせにご協力ください。
費用 500円～1,000円
申込 �9月2日（月）～27日（金）に、都市計
画課へ電話、または氏名・連絡先・希
望講習名・時間を明らかにしてファ
クス（定員に空きがある場合は、当
日受付可。先着順）

内容 �第1部…講演「伝説のテニス・プレイ
ヤーは何に挑んだのか」、第2部…
「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」上映

日時 10月5日（土）13：30～16：30
場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字
春
は る き

木字北
き た ん だ

反田14）

　愛知県立芸術大学陶磁専攻陶芸コース
の2018・2019年度大学院修了生と在校
生による作陶展です。学生たちが、真剣
に陶芸と向き合い制作した作品をご覧く
ださい。
日時 �9月3日（火）～11日（水）10：00～18：

講師 �中京大学スポーツ科学部教授の來
らいた
田

享
きょうこ
子さん

申込 �9月7日（土）から東郷町民会館窓口
で整理券を配布

※整理券は1人3枚までです。
©2018�Twentieth�Century�Fox�Home�Entertainment�
LLC.�All�Rights�Reserved.

00（3日は12：00開始、11日は16：
00まで。8日（日）13：00から熱で
作るキーホルダーや粘土体験などの
ワークショップを開催）

場所 �長久手市文化の家（長久手市野
の だ の う
田農

201）

日時 ������9月15日（日）9：00～20：00
※荒天時は主催者で開催の可否を決定し
ます。
場所 �日進市役所駐車場（日進市蟹

かにこう
甲町池

いけ

下
した
268）

※くるりんばすの臨時運行があります。
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◦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（木）13：00～16：00

市役所2階相談室

不要
特設行政相談 9日（水）13：00～16：00 不要
法律相談 11日（金）13：30～16：30 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 15日（火）13：00～16：00 不要

外国人相談
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

年金相談・請求
9日・23日の水曜日
①9：00～、②10：00～、③11：00～、
④13：00～、⑤14：00～15：00

市役所1階相談室 必要 保険年金課☎32-8016

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 必要（前日まで）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 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

必要（前日まで）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

なかよし地区地域包括支援セ
ンター（福祉センター内）�

なかよし地区地域包括支援
センター☎34-6811

きたよし地区地域包括支援セ
ンター（ケアハウス寿睦苑内）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

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

子育て支援課
☎32-0910（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 子育て支援課
☎32-8034

子育て相談
毎週火・金曜日
9：00～12：00、13：00～16：00

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 3日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）協働推進課☎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 9日・23日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要（前日まで）緑と花のセンター☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

毎週月曜日10：00～16：00
毎週水曜日9：30～15：30
毎週木曜日13：00～17：00

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 7日（月）・21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（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話のみ 面接相談は要予

約
協働推進課
☎32-9539（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 8日（火）①9：00～、②10：00～、③

11：00～ ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内 必要（前日まで）ジョブサポートみよし☎33-1860（専）巡回労働相談 8日（火）①13：00～、②14：00～、③

15：00～
栄養・歯科相談 9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
精神科医による相談 15日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
アルコール専門相談 29日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 7日・21日（月）18：00～19：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安

全課
☎0566-21-4797

エイズ・肝炎・梅毒検査 毎週火曜日（22日を除く）9：00～11：
00

不要
骨髄バンクドナー登録 必要
検便・水質検査 毎週火曜日（22日を除く）9：00～11：

30
衣浦東部保健所みよし駐在（西
陣取山90）

水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎0566-21-9353
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※�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。

市内の外国人登録者数：2,151人　市人口に占める割合：3.5%（令和元年8月1日現在）

　今回の編集後記は、インターンシップで広報情報課に来てくれた大学生が撮影した写真と、フレッ
シュな感想をお届けします。
三好いいじゃんまつりなど
を取材し、地域の皆さんの
活気溢れる姿に触れ、それ
を伝える広報のやりがいを
感じた5日間でした。（今）

取材や原稿作成などを行
い、責任感や達成感を味わ
うことができました。そし
て、将来につながるような
充実した1週間でした。（林） ▲卒業生に学ぶ会（三好中学校）▲三好いいじゃんまつり記

後
集

編

（日本語の記事は裏表紙参照）

総
そうごう

合福
ふ く し

祉フェスタへ行
い

こう
Vamos ao Festival do Ben-estar 
social
Setor do Bem-estar
☎0561-32-8010  N0561-34-3388
Realizaremos o festival do Bem-estar 

e concerto de confraternização, com o 

intuito de progredir as áreas gerais do 

Bem-estar como, saúde, hospitais,vivência 

e bem-estar.

▶Data＝14 de setembro (sáb), das 

10:00 às 16:30.

▶Local＝SUNART

【1ª parte】Competição do Bem-estar 

social (hall menor)

▶Horas＝das 10:00 às 10:30

▶Conteúdo＝Cerimônia e premiações

【2ª parte】Festival do Bem-estar (praça 

comunitária, reception hall etc.)

▶Horas＝das 10:40 às 14:30

▶Conteúdo＝experiências e PR das 

empresas relacionadas à saúde, hospitais, 

bem-estar e vivência. Stamp-rally, vendas 

ambulante e etc.

【3ª parte】Concerto de confraternização 

(hall maior)

▶Horas＝das 14:30 às 16:30

▶Conteúdo＝Cobcerto para a 

comunidade com as pessoas portadoras 

de necessidades especiais.

▶Músicos＝Grupo musical Sinphonic 

Winds Miyoshi e grupo de coro musical 

juvenil de Miyoshi.

▶Entrada＝Gratuita (não necessita de 

ingresso)

Let's go to the General 
Welfare Festa

Welfare section
☎0561-32-8010  N0561-34-3388

We will hold a social welfare meeting 

and a general welfare festival in 

Miyoshi city in order to  contact 

concert to promote general welfare that 

unified health, medical care, welfare 

and purpose of life.

▶Date＝September 14 (Sat) 10:00～ 

16:30

▶Location＝SUNART

【Part 1】social welfare meeting （small 

hall）

▶Time＝10:00～10:30

▶Contents＝Ceremony, honoring

【Part 2】General Welfare Festa 

(Citizen's Square, Reception Hall, etc.)

▶Time＝10:40～14:30

▶Contents＝PR and experience of 

business in each corner such as health, 

medical care, welfare, purpose of life, 

stamp rally and simulated shop.

【Part 3】Contact concert (Grand Hall)

▶Time＝14:30～16:30

▶Contents＝Concert that person with 

a disability in the city and local people 

can  enjoy together

▶Performance＝Miyoshi City brass 

band symphonic winds Miyoshi, Miyoshi 

boy and girl choir

▶Admission fee＝free (no admission 

ticket required)

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



ホームページ
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広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

みよしTODAY（15分間） 月曜日～土曜日放送
初回放送17：45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。

●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 9月2日（月）、10月7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

市政情報番組

＜第1部 社会福祉大会＞
10：00～10：30 小ホール

式典・顕彰（社会福祉協議会会長表彰状・感謝状）　

＜第2部 総合福祉フェスタ＞
10：40～14：30 市民広場・レセプションホール 他

模擬店、体験、スタンプラリー、展示 他

＜第3部 ふれあいコンサート＞
14：30～16：30 大ホール ※入場無料

演奏：みよし市吹奏楽団シンフォニックウインズみよし、
　　 みよし少年少女合唱団　

AI（人工知能）総合案内サービスの実証実験を実施します

　AIのしつぎおとうふくんが、チャット形式で皆さんのご質問にお答えしま
す。「昼間は仕事で忙しい」「窓口で聞くのはちょっと気が引けるな…」「もっと
気軽にいろんな情報が知りたい！」そんなときは、AI総合案内サービスをぜひ
ご利用ください。

8月29日（木）～9月20日（金）
※24時間、土・日曜日、祝日もご利用いただけます

9月14日（土）10：00～16：30

保健・医療・福祉・生きがい

サンアート

下記URLまたは二次元コードからアクセスし、
質問を入力してください

URL：https://ai-staff.net/aichi-miyoshi/chat

実施期間

日時

場所

日時

利用方法

ぼくの名前は

「しつぎおとうふ」

なんでも聞いてね

チャットで簡単♪

出典：三菱総合研究所および日本ビジネスシステムズ

総 合 福 祉
ェフ ス タ
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