
今月号の表紙
　9月13日、パパママ教室が
保健センターで行われました。
赤ちゃんの人形でオムツ替え
を練習するパパに「頑張って」
と笑顔のママ。
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子育てママ・パパのヒーロー

ヒーローへ「メッセージ」が届いています

特集
　核家族化が進み、共働きが増えている現代。ママ・
パパの二人だけで子育てをするのはとても大変です。
「実家が遠くて両親に頼めない」、「近所で頼れる人が

いない」など、悩みを抱えているママ・パパがたくさん
います。みよし市にはそんなママ・パパを手助けする
ヒーローが存在します。

支えてくれて
　　ありがとう

児童クラブから習い事への送迎をお願い
しています。仕事の都合で塾の時間に送
ることが難しくなり、依頼をするように
なりました。仕事を早退する必要がなく、
気持ちに余裕もできてとても助かってい
ます。ヒーローは先輩ママでもあるので、
安心してお願いしています。

週に2回ほど、預かりを依頼しています。
子どもを連れて行けない仕事や用事があ
るときに、気軽にお願いできるのが魅力
です。子どもが人見知りなので初めは心
配でしたが、すぐに慣れたので安心して
います。同じ方にお願いできて、子育て
に関する相談にも乗っていただき、とて
も助かっています。

宮
みやざき

﨑さんご家族

角
つのかわ

川さんご家族

先輩ママ、
　頼りにしています
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ヒーローたちの正体は…!?

ママ・パパからのSOS

　今回紹介するヒーローは、「ファミリー・サポート・
センター」の援助会員の皆さんです。ファミリー・サ
ポート・センター（通称：ファミサポ）とは、「子育ての

　「仕事の都合で送り迎えに間に合わない」、「上の子
どもの授業参観に行きたい」、「資格取得のために勉強
したい」、「冠婚葬祭に行きたい」、「たまにはリフレッ
シュしたい」など、ママ・パパからは助けを求める声が
たくさん寄せられます。

手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育てを手伝っ
てくれる人（援助会員）」をつなぐ組織です。
※依頼会員と援助会員を兼ねる「両方会員」もあります。

ファミサポの仕組み

ファミサポ依頼会員
困っているママ・パパ

市内在住・在勤・在学で生後
2カ月～小学6年生の子ども
を養育している人

ファミサポ援助会員
ヒーロー

市内在住で、心身ともに
健康な20歳以上の人

※謝礼は、月～金曜日の7：00～19：00は1時間当たり700円。それ以外の時間
帯は800円。土・日曜日、祝日などはそれぞれプラス100円となります。（病児・
病後児預かりの場合は、時間当たりの謝礼に対してプラス500円となります。）

「仕事で送迎ができない」
「病院に行きたい」

助けてください
対応できる援助会員に協力を依
頼します

ヒーローを探します

OK！ヒーロー 活動開始！
ママ・パパ・お子さんと
事前打ち合わせ

送迎や預かりなど、
依頼された援助を実施

ママ・パパから
謝礼を受け取る

活動報告書を
ファミサポへ提出

　依頼内容は「子どもの習い事などの送迎」、「援助会
員や依頼会員宅での預かり」、「保育園・幼稚園・児童ク
ラブの迎え」など、さまざま。活動場所や時間は、依
頼に応じて異なり、援助会員はそれぞれができる範囲
の依頼を引き受けて、活動しています。

児童クラブへ迎えに
行って、塾へ送って
ほしいです

幼稚園へ迎えに行っ
て、習い事の教室ま
で送ってくれますか

私かあなたの自宅で
預かってほしいです

自宅に迎えに来て
保育園へ送っても
らえますか

ファミサポ
アドバイザー

仲介役

さまざまな理由で困るママ・パパ ファミサポ援助会員の出番

子どもの熱は下がっ
たけど、仕事が休め
ないので、預かって
もらえますか
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▲依頼会員の自宅へ迎えに行き、保育園へ。園に着いたから、一緒
に朝の準備をしようね。【保育園への送迎の援助（8：00～9：00）】

▲児童クラブの先生とお別れのあいさつ。今から英会話に行くよ。
【児童クラブから習い事への送迎（16：30～17：15）】

▲お散歩に行ったら、お腹が空いた
ね。お母さんが作ってくれたごはん
を食べようね。【依頼会員宅での預
かり（8：30～15：00）】

▲写真でお子さんの様子を伝えています。

援助会員　菅
すがぬま
沼恵

けい こ
子さん

援助会員　高
たかみ
見富

とみ こ
子さん

両方会員　關
せき
理
り え
恵さん

　私のできる範囲で誰かの役に立てればと、
ファミサポ発足時から援助をしています。自分
の子どもが小さいころは、一緒に面倒が見れる
ので、預かりもしていました。現在は、自分の
生活の中で空いた時間にできるお手伝いをして
います。子どもたちのかわいさに癒されながら、
いつも元気とパワーをもらっています。長く続
けると、子どもの成長を感じることができて、
とてもうれしいです。

　自分の子どもが小さいとき、周りの皆さんに
助けられた経験があり、今度は私が困っている
人を助けたいと思って活動しています。子ども
たちの成長を見るのがやりがいの一つになって
います。自作の漫画を見せてくれる子、習い事
を頑張る子、一人一人がそれぞれの才能にあふ
れているので、みんなの将来が楽しみです。ま
た、感謝の言葉をいただけると、お役に立てて
よかったと思います。

　働きながら子育てしていたとき、とても大変
でした。その経験から、働くお母さんをサポー
トしたいという気持ちが強くなり、活動してい
ます。お母さんが働ける環境をつくれているこ
とに、やりがいを感じています。お母さんに安
心してもらえるように、事前打ち合わせのとき
にしっかりと話を聞いて、お子さんが普段の生
活と同じように過ごせるように気を付けていま
す。

援助会員になって14年

子どもたちの成長が楽しみ

安心して働いてくださいね

3人のヒーローの
　活動の様子と

やりがいや思いを
紹介します。

ほんの少しの手助けで広がる笑顔
ママもパパも子どもも、そしてヒーローも、みんなが笑顔に
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　ファミサポでは、依頼に対応できる援助会員を
探して、依頼会員と援助会員をつないでいます。
依頼が増えているのに対し、援助会員の数はあま
り増えていない状況の中、1日に2件の依頼を引
き受けたり、自分の予定を調整したりしてくださ
る援助会員もいます。援助会員の皆さんには、本
当に感謝の思いでいっぱいです。

　援助の内容によっては、1時間以内で終わるも
のも多いです。もちろん、都合がつかないときや
依頼内容に応えられるか不安なときは、断ってい

あなたの近くにも、「ヒーロー」がいるかもしれません

あなたも、誰かの「ヒーロー」になれるかもしれません

ファミサポもヒーローの皆さんに助けてもらっています

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」

日時 �①11月14日（木）、②令和2年2月14日（金）
9：30～12：00

場所 �子育て総合支援センター交流室　託児 �あり
申込 �①は10月8日（火）～11月7日（木）、②は令和2

年1月7日（火）～2月7日（金）に、ファミリー・
サポート・センターへ電話、または直接

ファミサポ援助会員募集のご案内

ヒーローに頼りたいママ・パパがたくさんいます

　令和元年9月1日現在、ファミサポには依頼会員
190人、援助会員32人、両方会員22人が登録。援
助会員と両方会員を合わせた54人の3倍以上の依頼
会員がいます。依頼会員を支える援助会員が、もっと
もっと必要です。

　平成30年4月から1年間の援助会員の活動件数は、
2,110件でした。ファミサポが発足した翌年の平成
18年4月から1年間の活動件数1,042件と比べると、
およそ2倍。多くの子育て世代が助けを必要としてい
ます。

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  開所 火～土曜日9：00～17：00

皆さんの入会をお待ちしています

少ない援助会員で依頼会員を支えています

いつもありがとうございます

あなたの力が必要です

依頼数は13年前の2倍に

ただいて構いませんし、負担にはならないように
させていただきます。また、ご自身の空いている
時間のみを登録できるので、無理のない範囲で活
動できます。援助会員が増えれば、依頼に応えや
すくなり、みよし市の子育て環境をより良くする
ことができます。
　今後も依頼が増えていくことが予想されるた
め、少しでも多くの人の手助けが必要です。「子
どもと接するのが好き」、「働くママをサポートし
たい」という人はもちろん、子育てにブランクの
ある人、男性もファミサポの援助会員にぜひご登
録ください。「できること」を「できるときだけ」、
皆さんの力をお貸しいただけませんか。
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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

駐車場図

日時 �11月3日（祝）9：20～14：30（雨天決行、模擬店
の展示販売は9：40～）

場所 �さんさんの郷
※会場へは臨時巡回バス（新聞折込チラシに掲載予
定）、臨時駐車場（南部地区コミュニティ、南部小学
校、南中学校）、またはシャトルバス（トヨタ自動車明
知工場北側駐車場）をご利用ください。

　さわやかな秋空の下で、スポーツを楽しみ健康な心身を
育てましょう。体育祭では、各地区での応援、体力測定、
地域の人たちの交流など楽しさがいっぱいです。ぜひお出
掛けください。
日時 �10月13日（日）8：45～15：00
場所 �三好公園陸上競技場
※雨天の場合は、総合体育館で体力測定のみ行います。
【体力測定】
時間 �10：00～12：00　場所 �総合体育館アリーナ
対象 �20歳以上の健康な人
※20歳未満の人も参加できますが、測定対象外となりま
す。
費用 �無料
持物 �室内用シューズ
申込 �当日、9：45から総合体
育館アリーナ入り口へ
直接

※内容の詳細は10月下旬の新聞折込チラシに掲載予定です。
※子ども会まつりについては、子育て支援課（☎32-8034）へお問
い合わせください。

  産業フェスタみよし2019　緑と花のセンター　☎34-6111　N34-6161

  みよし市体育祭　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

イベント名 内容

農業まつり 農産物の販売、おにぎり・おしるこなどの配布

商工まつり 飲食店・事業所のおすすめ品の販売など

子ども会
まつり 子ども会指導者によるレクリエーションなど

友好都市、
公共的団体PR

北海道士
しべつ
別市・長野県木

き そ ま ち
曽町三

みた け
岳・木曽広域連合の

特産品の販売、公共的団体の活動PR、福祉団体
のバザー、自衛隊による特殊車両の展示、尾三消
防本部によるはしご車の乗車体験など

ステージ
イベント ダンスステージなど

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）250台
国道１５３号

⑤12台

⑦84台

⑧20台
②79台

⑩80台

③135台

④112台

…②③④⑤⑦⑧⑩

指定車両駐車場
駐車禁止区域（自主規制）

指定車両

指定車両

天王小学校校庭
一般車両駐車場

…①⑥

⑥

①

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）

4期�10月31日
5期�12月2日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期
人口�����61,167人（＋8人）
男性�����31,416人（ー9人）
女性�����29,751人（＋17人）
世帯数��24,243世帯（＋6世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和元年9月1日現在）
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  協働推進課からのお知らせ　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　地域の人々が集い、交流する、活気ある地域づくりに向
けた本市初の地区拠点施設である、おかよし交流センター
が8月23日に開館しました。記念式典では、みよし少年少
女合唱団が素敵な歌声を披露。その後、この施設を中心に
地域が活性化し、新たな出会いやつながりの場となるよう
期待を込めて、将来を担う
子どもたちとともにテープ
カットが行われました。お
かよし交流センターの詳細
は、広報みよし11月号の
特集で紹介する予定です。

　男女共同参画社会の実現に向けた川柳の募集に、553
人から1,003点の応募がありました。審査の結果、18点

区分 作品 受賞者氏名
最優秀賞 父の日に　ステキなエプロン　プレゼント 横

よこい
井　光

みつお
生さん（三好丘中学校）

優秀賞

お父さん　特技はなあに？　「料理だよ。」 水
みずの
野　里

り さ
咲さん（北中学校）

休日は　母にかわって　父料理 冨
とみた
田　和

かずひさ
永さん（南中学校）

かっこいい　料理が上手な　お父さん 柴
しばた
田　直

なおや
弥さん（三好中学校）

「手伝うよ」　その一言で　母笑顔 黒
くろき
木　麻

ま お
央さん（三好丘中学校）

ネクタイを　はずしてエプロン　キメるパパ 角
つのもり
森　玲

れいこ
子さん（島根県）

佳作

夜ごはん　あたふたしながら　作る父 柘
つ げ
植　彩

あやか
加さん（三好中学校）

助け合う　家族の絆　深めよう 中
なかはま
浜　晃

ひかる
瑠さん（三好中学校）

ねえあなた　亭主関白　つらぬく気？ 森
もりた
田　大

たいち
智さん（北中学校）

女性はね　家事ロボットでは　ありません 長
ながはた
畑　昂

こうた
汰さん（北中学校）

母の味　明日はきっと　父の味 吉
よしだ
田　奈

ななか
央さん（北中学校）

きれい好き　父のそうじ力は　ルンバ級 平
ひらい
位　悠

ゆうと
人さん（北中学校）

令和から　パパもお料理　はい平和 水
みずぐち
口　葵

あおい
さん（南中学校）

台所　「何つくろうか」と　父の声 加
かとう
藤　妃

きらら
麗さん（南中学校）

どのくらい？　父の大敵　「目分量」 早
はやかわ
川　元

げん
さん（三好丘中学校）

やりなれず　がんばる父も　ステキだよ 井
いどう
道　咲

さやか
花さん（三好丘中学校）

お父さん　やればできるじゃん　包丁さばき 岡
おかだ
田　吏

つかさ
司さん（三好丘中学校）

運動会　おにぎりかたさで　父母わかる 久
く の
野　友

ともえ
栄さん（みよし市）

が入選しました。なお、選ばれた作品については、市の男
女共同参画社会のPRに広く活用していきます。

おかよし交流センターが開館しました

令和元年度男女共同参画川柳優秀作品
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

令和2年度分防災ラジオの有償配布

防災行政無線などを用いた緊急地震速報訓練
　地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報など、皆さんの安全に関わる情報を
いち早くお届けするために整備された全国瞬時警報システム（J

ジェイ

アラート）の緊急地震速報訓練
が全国一斉に行われます。それに伴い市内54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、登録型の情
報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情報伝達を行います。
※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。

11月5日（火）
10：00ごろ

　10月11日から20日までの10日間、秋の安全な
まちづくり県民運動が展開されます。市内では空き
巣を含む住宅対象侵入盗が多発しています。確実に
戸締まりをして、被害防止に努めましょう。なお期
間中、啓発放送や「防犯あいち」の回覧などを行う予
定です。

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

□住宅を対象とした侵入盗の防止
□自動車盗の防止　□�特殊詐欺の被害防止
□�子どもと女性の犯罪被害防止
□暴力追放運動の推進

  防災安全課からのお知らせ　☎32-8046　N76-5702　{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

対象 �市内在住、または市内に所在する事業所
※原則として1世帯、または1事業所につき1台の配布となります。
費用 �1台3,000円
※1台12,000円程度の高機能ラジオを、市の補助により3,000円で
提供します。
申込 �10月1日（火）～21日（月）に次のいずれかの方法で
①�防災安全課へ電話（専用ダイヤル（☎76-9009）、または直接（平日
のみ）
※電話がつながりにくい場合がありますので、ご了承ください。
②�申込書（防災安全課、またはサンネットで配布、もしく
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、防災安全課へ郵送、ファクス、またはメール

秋の安全なまちづくり県民運動

●�配布決定者には令和2年6月以降に引換券を郵送します。ラジ
オの引き換えは令和2年7月以降にひまわりショップみよし店
（三好町夕田18-8）で行います。
●�緊急情報の取得にはラジオ・ラブィート（78.6MHz）の受信が必
要です。自宅設置予定場所でラジオ・ラブィートが受信できる
かについて、申し込み前に確認をお願いします。受信確認方法
が分からない人は防災安全課までご連絡ください。
●�緊急情報を正確に受信するため別途アンテナ代などがかかるこ
とがあります。

事前にご確認ください

ホームページ

　防災行政無線が聞こえづらい人のために自

●�ラジオが電源オフ、または他局を選局中
でも、緊急情報を受信したときには自動
的にエフエムとよた（ラジオ・ラブィート）
（78.6MHz）に切り替わり、最大音量で緊急
割込放送が流れます。その際には、赤色の
緊急ランプも点滅します。（電源確保のた
め、平常時はACアダプタを使用）
●�軽量（約560g（電池含まず））で、乾電池に
よる稼働ができるため、災害時には避難中
でも情報を収集できます。
●�毎月8日や訓練時の試験放送の際も最大音
量で緊急割込放送が流れます。
●�平常時はラジオとして使用できます。

【電源】�ACアダプタ6V/350mA、
　　　または単三電池3本

防災ラジオとは 令和2年度有償配布希望者の募集

防災ラジオの特徴

170mm 58
mm

125
mm

宅でも緊急
地震速報や
避難勧告な
どの緊急情
報をお知ら
せするため
のラジオで
す。
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事業所名 住所 電話番号
障がい者虐待防止センター
（ふくしの窓口） 三好町小坂50 ☎76-5663

（社福）あさみどりの会
わらび福祉園 三好町西荒田28 ☎34-5975

（社福）あじさいの会
相談支援事業所��希望 三好町上205-4 ☎65-5856

（社福）あゆみ会　しおみの丘 打越町新池浦83-7 ☎32-2501

（一社）みよしはたらく協議会�
はたらくサポートセンター

三好町湯ノ前98-3
ガスビル3階 ☎76-1873

（一社）キッズラバルカ
キッズラバルカ 三好丘桜1-8-4-102 ☎�090-8076-5925

オーケーサポート（株）
相談支援OKサポート 打越町畦違277-3 ☎76-0611

　総務省では、国や特殊法人などの行
っている仕事について、国民の皆さん
から苦情や意見、要望をお受けする行
政相談を行っています。
　10月7日から13日まで行政相談週
間が全国一斉に実施され、みよし市で
も特設行政相談所を開設します。
　総務大臣から委嘱されている行政相
談委員が皆さんの相談を伺います。年
金、医療保険、税金、登記、環境衛
生、消費者保護、交通安全、道路、窓
口サービスなどについて、苦情や意
見、要望がありましたら、秘密は厳守
されますので、お気軽にご相談くださ
い。
日時 �10月9日（水）13：00～16：00
場所 �市役所2階相談室5　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

　障がいのある人や、心身の病気や社会的な障壁によって日常生活や社会生
活が困難な人に対する虐待の通報や届出、支援などの相談を受け付けていま
す。個人情報は厳守されます。虐待をなくすために皆さんのご協力をお願い
します。

  障がい者などへの虐待を地域で防ごう
　ふくしの窓口　☎76-5663　N34-3388

 行政相談週間
  市民課　☎32-8012　N32-8048

 パブリックコメント
 みよし市地域公共交通網形成計画
  企画政策課　☎32-8005　N76-5021
  {kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市ではさんさんバスをはじめとした地域公共交
通を推進し、誰もが利用しやすい移動手段とする
ことを目的に「みよし市地域公共交通網形成計画」
の策定を進めています。その案がまとまりました
ので、皆さんにお知らせし意見の募集を行います。
詳しい内容は、みよし情報プラザ（市
役所1階）、サンネット、またはみよし
市ホームページでご覧になれます。
【意見の提出方法】
　10月15日（火）～11月14日（木）に任意の様式に
住所、氏名、電話番号、計画に対する意見を明ら
かにして、企画政策課へ郵送、ファクス、メール、
または直接
※口頭および電話で
の受け付けは行いま
せん。
※意見に対する個別
の回答は行いません。

ホームページ

  文化の日記念式典　総務課　☎32-8000　N32-2165

　さまざまな分野において市政の発展に貢献され、その功績が顕
著な人に対し、文化の日記念式典において、みよし市表彰条例に
基づく表彰などを行います。どなたでも観覧できますので、ぜひ
お越しください。
日時 �11月2日（土）10：00～11：00　場所 �サンアート小ホール
※会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

  秋季企画展「太古のロマンを求めて
  稲

いながき
垣輝

てるゆき
行氏石器コレクション展」

　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

　平成25年に稲垣輝行さんから寄贈された石器約1,000点を中
心に展示します。石器時代に使われた、さま
ざまな石器の展示を通して、石器時代の文化
や技術を紹介します。
　また、愛知学院大学考古学研究会協力のも
と、関連展示として「あいちの石

いしやり
槍」を開催し

ます。皆さんのお越しをお待ちしています。
日時 �10月19日（土）～12月15日（日）9：00～
16：30（休館日は毎週月曜日（11月4日
は除く）、11月5日（火））

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料



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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三好いいじゃんまつり
8月17日（土）三好稲荷閣周辺道路

　36グループおよそ2,100人の踊り手と29,000人の来場者が
熱い夏の夜を満喫。個性豊かな衣装を身にまとった踊り手たちが
みよしのまちを元気に踊り歩きました。

　子ども、親、祖父母の三世代がさまざまな
体験講座を通して、つながりを深める機会に
してもらおうと、南部小学校で三世代交流会
が行われました。ボッチャ、おこしもん作り、
切り絵の体験など、15講座を開設。ボッチャ
では、白い的球に狙い通りにボールが近づく
と、参加者同士でハイタッチをしたり、喜び
の声を上げたりしていました。

三世代交流会
9月7日（土）南部小学校



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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　地産地消を推進するとともに、市民交流の
活性化を図ろうと、ふれあいフェスタが開催
され、親子連れなどおよそ1,800人が来場
しました。地元産のさつまいもで作った鬼ま
んじゅうの無料配布や、ぶらり・みよし軽ト
ラ☆マルシェ、ふれあい体験コーナーは大人
気。大人も子どもも思い切り楽しんだ1日と
なりました。

　三好稲荷閣に高さ約11メートルの大迫力
の大提灯3基がつり下げられ、来場者たちを
お出迎え。世界一の高さを誇る大提灯を見よ
うと、2日間で61,500人もの人が来場しま
した。18日の本祭りでは、昼間にお囃子や
棒の手など、地域の伝統芸能が奉納され、ま
た、夜には保田ケ池で花火が打ち上げられる
と、会場は幻想的な空間に包まれました。

ふれあいフェスタ
9月8日（日）さんさんの郷

みよし市防災訓練
8月31日（土）市内各地区コミュニティ

三好大提灯まつり
8月17日（土）・18（日）三好稲荷閣・保田ケ池

　三好丘小学校では、三好丘地区コミュニ
ティと市の合同訓練が行われ、地域住民をは
じめ、自主防災会や三好丘小学校PTA、災害
支援協定団体など約430人が、さまざまな
訓練に積極的に参加。災害時に起こり得る障
害を解決する手段を考えながら、ゴールを目
指す「いえまですごろく」という災害体験ゲー
ムも行われました。



広
報
ク
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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【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。

岩
い わ せ

瀬 暉
あ き と

人くん
元気いっぱいのあっくん。
明るく朗らかに大きくなっ
てね。〔根浦町〕

1歳

塚
つかもと

本 悠
ゆ づ き

月くん
やんちゃ盛りのゆっくん。
元気な姿に成長を感じる
ね。〔三好町〕

3歳

小
こばやし

林 瑛
え い と

翔くん
これからもお兄ちゃんと仲
良く笑顔いっぱい思いやり
のある子に育ってね。〔南台〕

1歳

正
ま さ き

木 崚
りょうと

登くん
好奇心旺盛な崚ちゃん。好
きなことをたくさん見つけ
て大きくなってね。〔根浦町〕

2歳

岡
おかもと

本 泰
た い り

吏くん
いつもにこにこ笑顔のたい
くん。みんなから愛される
子になってね。〔東山台〕

1歳

高
た か ぎ

木 芭
は な

菜ちゃん
いっぱい食べていっぱい遊
んで、すくすく元気に育っ
てね。〔東山台〕

1歳

対象 12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、10月28日（月）まで

みよしっ子集まれ！

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
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。

メール

10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。

問題  今年も、みよしにおいしい柿が実る季節になりました。今回は、市の特産品
「柿」に関するクイズです。8月号の「我が家de食育」でも紹介したとおり、柿
はおいしく栄養満点の超優秀果物。ア～ウに当てはまる言葉を、選択肢の中
から選び、答えてください。同じ語句が複数回入ることがあります。

【締め切り】10月9日（水）必着
【9月号の正解】（ア）ミカワクロマツ（クロマツ）、（イ）
サツキ（応募37通、正解37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「子育てママ・パパの
ヒーロー」（2～5ページ）の感想をお寄せください。

▲ 昨 年 の 産 業
フェスタ。色鮮
やかでみずみず
しい柿を試食。

　　　　　　　　　　　　が豊富で、
疲労回復やかぜ予防などに効果的！
柿1個で1日分の　　　　　を摂取できる！

＜選択肢＞

ビタミンA　アマE
ミヨC　ビタミンC　

ア イ

ウ

・
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我が家de食育 94
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　保健センター内
　　☎34-5311　N34-5969

　9月号の特集で紹介したパッククッキング。今回は
食生活健康推進員会（ささのグループ）が、パッククッ
キングのレシピを紹介します。 ▲食生活健康推進員会（ささのグループ）の皆さん

春雨…8g
タマネギ…50g
シメジ…50g
ニンジン…20g
あさつき…2本
鶏がらスープの素…小さじ1
水…300cc
こしょう…お好みで

材料（一袋分）2人分 作り方

袋に関する注意点
●�熱で溶ける恐れがあ
るので、食品用ポリ
袋を使用します。
●�火をしっかり通すた
めに、袋は必ず一重
にします。

①�タマネギ・ニンジン
は薄切り、シメジは
小房に分ける。
②�あさつきは2cmほど
に切る。春雨は袋の
中ではさみで10cm
ほどに切る。

　パッククッキングとは、ポリ袋に食材を入れて
湯せんで火を通す調理法です。1つの鍋で同時に
何品も調理ができるため、洗い物も少なくてすみ
ます。また、ガスなどのライフラインが使えない
災害時だけではなく、日常にもおすすめです。
　かに玉や杏仁豆腐など、左の写真の料理は全て
パッククッキングで作っています。今回はこの中
から春雨スープと白飯の作り方を取り上げます。

パッククッキングとは

春雨スープ

1つの鍋で簡単調理

パッククッキング

④�沸騰した鍋に入れて20分煮る。お好みでこ
しょうをかけて出来上がり。

�煮るときに鍋
底に皿を敷く
と袋の底が破
れにくくなり
ます。

③�ポリ袋に材料を全て入れ、
袋を結ぶ。 �加熱したときに

袋が破裂しない
よう、しっかり
空気を抜いて袋
の上の方を結び
ます。

米…150g（1合）
水…225cc

材料（一袋分）2人分
白飯

作り方

①米はといで水を切る。
②�ポリ袋に米と水を入れる。
③�沸騰した鍋に入れて30
分煮れば出来上がり。



14 広報みよし　2019年 10月号

図書館だより

市制10周年
カウントダウン

パット・ハッチンス／作　こみやゆう／訳
好学社　 請求番号 E ／ハツ

マック・バーネット／文　イザベル・アルスノー／絵
まつかわあゆみ／訳

評論社　請求番号 E ／アセ

　めんどりのロージーがひよこを
産んだ。でも、あら大変！　ひよ
こが見当たらない。「わたしの赤
ちゃんはどこ？」いつもマイペー
スなロージーもさすがに大あわ
て！　赤ちゃんは見つかるかな？

　「どうして海は青いの？」「どうして葉っぱ
は色がかわるの？」「にじってなあに？」そん
な女の子の素直な疑問に素敵な答えを出して
くれるパパ。「どうして寝なくちゃいけない
の？」さて、パパの答えは？

「ロージーのひよこはどこ？」

「めをとじて みえるのは」

 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）、10月15日（火）、

24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

内容 �日本、世界の昔話から「つるにょうぼ
う」、「がちょう番の娘」 他

日時 �10月25日（金）13：30～15：00
場所  サンライブ3階講座室兼音楽室
定員 �先着で40人　費用 �無料  
申込 �10月8日（火）以降に電話、またはサン

ライブ2階総合受付へ直接
※乳幼児は入場できません。

日時  11月10日（日）14：00～15：30
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
定員  先着で100人　費用  無料
申込  10月11日（金）以降に電話、またはサ

ンライブ2階総合受付へ直接
※乳幼児は入場できません。

大人のためのストーリーテリング
「秋のしずくのおはなし会」

読書講演会「グリム兄弟の生涯と
グリム童話集」

おすすめ図書
子ども読書推進委員による

　図書館機能や生涯学習機能、交流機
能を兼ね備え、高齢者や体の不自由な
人を含む全ての人が利用しやすいユニ
バーサルデザインに配慮した、みよし
市図書館学習交流プラザ「サンライブ」
が平成28年7月2日に開館しました。

　開館以来、本の貸し出しはもちろ
ん、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う
おはなし会を実施。また、生涯学習セ
ンターではさまざまな講座や、軽運動
室・会議室などの貸し出しを通して、
多くの人たちが利用しています。

　認知症になっても安心して暮らせるま
ちを目指し、認知症の正しい理解の普及
を目的に全国で行われている「認知症サ
ポーターキャラバン事業」。高齢者1人
当たりのサポーター数が全国の市の中で
最も多いこ
とから、平
成28年1月
に感謝状を
受賞しまし
た。

サンライブ開館 認知症サポーター養成状況
優良自治体（市部門）感謝状受賞

平成28年
を振り返る

1月 認知症サポーター養成状況
優良自治体（市部門）感謝状受賞

7月 サンライブ開館
8月 中学生平和学習広島派遣

国内ニュース
4月 最大震度7を記録した熊本地震発生
8月 リオデジャネイロ五輪で日本選手団が

過去最多の41個のメダルを獲得
10月 藤

ふ じ い
井聡

そ う た
太さんが将棋の最年少プロ入り

　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7回目は、平成28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

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

2日（土）
葉脈標本のしおりを作ろう 9：30～11：30 植物の葉を使って作る。先着で3人
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

9日（土）
竹とんぼを作ろう 9：30～11：30 紙パックと竹串を使って作る。先着で5人（中学生以上）

根付を作ろう 13：30～15：30 布きれを使って、財布やポーチに付ける根付を作る。先着で5
人。裁縫道具・布・ピンセットを持参

16日（土）
アクリルたわしを作ろう 10：00～11：30 アクリル毛糸を使ってたわしを編む。先着で5人（中学生以上）。

アクリル毛糸・かぎ針を持参

絵をはじめよう「絵手紙」 13：00～15：00 季節のものを描く。先着で10人。ポケットティッシュ・新聞紙
を持参

23日（祝）
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演奏する。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

猫のマスコットを作ろう 9：30～11：00 靴下と洗濯ばさみを使って作る。先着で5人（中学生以上）
30日（土）

モビールを作ろう 13：30～14：30 竹と紙粘土を使ってつり下げる飾り物を作る。先着で5人

作 品 名	 Let's dance　　
作 者 名　吉

よ し だ

田　伯
は く み

美
受 賞	 1992年度特選
設置箇所	 三好ケ丘駅前広場
製作意図	 生きる喜びを感じるとき、心は踊り出す。空間の中にリズムを刻
んで風や雲、光や陰、自然のあらゆるものが生き生きと賛歌を奏でる。手を
取りあってさあ踊ろう　生を感じて。

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

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

　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。

11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。

▪3日、17日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪10日、24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

以下は申し込み不要です。

ホームページ

彫刻マップ

10月17日（木）～11月7日（木）

　石川家住宅に、市民の自作の絵画、写真、書、工芸品などを展示します。
石川家の観覧とともに、美術作品をゆっくりご観賞ください。

「町なかアートギャラリー2019」

期間



※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。

11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

11月8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 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

令和2年1月17日（金）
受付 9：15～9：30 40人 令和2年1月10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
11月13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 11月6日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
11月14日（木）
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 11月7日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
11月18日（月）
受付 9：30～9：50

平成30年10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 11月11日（月）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

11月11日・18日・25日の月曜日
受付 9：00～11：00

11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
11月19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
11月11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
11月11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

11月12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。

11月26日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

11月13日（水）
11月28日（木）

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

11月6日（水）
11月20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



救急医療施設の連絡先
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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。

■11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。

3日（祝）浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

4日（振休）吉田整形外科
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

10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

17日（日）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

23日（祝）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16 ☎0565-88-8568

24日（日）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

●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

11月29日（金）
12月5日（木）

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

11月29日の予
約は、10月29
日（火）、12月5
日の予約は、11
月5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）
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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
豊田都市計画福田池下地区計画
および莇生山田地区計画の原案
の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画福田池下地区計画およ
び莇生山田地区計画の原案を縦覧しま
す。また、この原案について、土地所
有者や利害関係のある人は意見書を提
出することができます。
期間 �10月7日（月）～21日（月）
場所 �市役所4階都市計画課
※意見書の提出は、10月21日（月）まで
に任意の様式で、都市計画課へ郵送、ま
たは直接持参してください。

令和2・3年度学校給食用物資納
入業者の登録申請
給食協会  学校給食センター内  
☎32-0501  N34-0199
申込 �10月15日（火）～11月15日（金）の
平日8：30～12：00、13：00～16：
00に登録申請書（10月2日（水）か
ら給食協会で配布、または給食協
会ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、給食協
会へ直接

※詳しくはホームページをご覧ください。

第58回「青少年によい本をすす
める県民運動」
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
　10月は「育てよう�豊かな心�読書か
ら」をスローガンに「青少年によい本を
すすめる県民運動」の強調月間です。県
では読書感想文を募集しています。
�申込  11月6日（水）まで（必着）に、はが

きに必要事項を記入の上、愛知県

青少年育成県民会議事務局「読書
感想文・感想画」係（〒460-8501�
愛知県庁内）へ郵送

※指定図書などの詳細は、ホー
　ムページをご参照ください。

令和元年度私立高等学校などの
授業料の一部補助
教育行政課  
☎32-8028  N34-4379
対象 �令和元年10月1日現在、通信制・
専攻科・別科を除く全日制の私立
高校、または私立専修学校高等課
程に在籍する生徒の市内在住の保
護者で、市税などを滞納していな
い人

補助 �生徒1人に付き年額12,000円（授業
料が補助額に満たない場合は授業
料相当額）

申込 �10月1日（火）～31日（木）（最終受
付は31日（木）24：00まで）に申請
書（教育行政課で配布、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、10月1日
以降に発行された在学証明書（原
本）を添付して、教育行政課、ま
たは市役所夜間受付へ直接

※学校から申請書が届いた場合は、学
校で取りまとめることがありますので、

同封の案内文を参照してください。

樹木せん定の受け付け終了
シルバー人材センター  ☎34-1988
　令和元年度分は定員に達しましたの
で、受け付けを終了します。たくさん
の申し込み、ありがとうございました。

未来の女性消防官職業体験会
尾三消防組合事務局総務課  
☎38-0119  N38-6962
{soumu@bisan-fd.togo.aichi.jp
内容 �消防官を目指す女性向けの職業
体験会（はしご車の体験乗車、ロ
ープ渡り、防火衣・空気呼吸器の
装着体験、庁舎内見学、女性消防
官との座談会など）

日時 �11月16日（土）9：15～11：45
場所 �尾三消防本部日進消防署（日進市
本
ほんごう
郷町宮

みやした
下3）

対象 �令和2年4月1日現在、大学・短期
大学・専門学校・高等学校に在学し
ている、またはこれらの学校を卒
業した人

費用 �無料
申込 �11月1日（金）までに申込書（ホー
ムページからダウンロード可）を
尾三消防組合総務課へメール、フ
ァクス、または直接

10月は自転車死亡事故が年間最多
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　10月は、日没後に辺りが暗くなるスピードが急激に速くなりま
す。日が暮れ始める16：00から18：00までの時間帯は、それに伴い

一気に視界が悪くなるため、自転車死亡事故が多発しています。自転車に乗車
する人は、明るい色の服や反射材を着用し、早めにライトを点灯しましょう。ま
た、自動車を運転する人は、薄暗い時間には特に、「自転車・歩行者の見落としが
あるかもしれない」という気持ちを持ち、速度を落とし、安全確認をしっかりと
しましょう。ライト点灯時間の目安は16：30です。「まだ明るいから大丈夫」と思
わず、積極的にライトを点灯し、周りの車両運転手にアピールしてください。

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
市民将棋大会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
日時 �11月3日(祝)9：30～（受け付けは
9：00から）

場所�サンライブ3階会議室
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で30人
費用 �1,500円（昼食代を含む）
申込 �不要。会場へ直接
問合 �文化協会将棋部会長の塚

つかもと

本憲
けんいち

一
さんへ電話（☎34-7080）

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

【高齢者向け就労支援セミナー】
内容 �講演「これからの生きがい・働きが
いを考える�私の働き方改革」

日時 �10月30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 こ

子さん
対象 �50歳以上で就職活動中の人
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �10月1日(火)～24日(木)にジョブサ
ポートみよしへ電話、または直接

【扶養範囲内の就職を希望する人への
セミナー】
日時  11月27日(水)13：30～15：30
場所  ジョブサポートみよし
対象  扶養範囲内の就職を考えている人
定員  先着で20人　費用  無料
託児  あり（6カ月～未就学児）
申込  10月3日(木)～11月18日(月)に
ジョブサポートみよしへ電話、ま
たは直接

サンアートの催し
サンアート� ☎32-2000  N32-3232

【オータムフェスタ2019】
内容 �ドリフト・トライク、ゲーム、グル
メコーナー、フリーマーケットなど

日時 �10月13日（日）10：00～15：00

場所 �サンアート
【ロビーコンサート】

日時 �10月16日（水）・17日（木）19：00
～20：30

場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料
【コズミックカレッジ】
　JAXAの先生の指導の下、科学的な
見方や考え方を学びませんか。
内容 �ペットボトルで水ロケットを作っ
て飛ばす

日時 �10月27日（日）13：00～15：00
場所 �サンアートレセプションホール・
市民広場

対象 �小学1～6年生とその保護者
定員 �抽選で親子25組　費用 �無料
 申込  10月19日（土）までにサンアート

へ電話、ファクス、または直接

第31回東海北陸・みよし矯正展
東海北陸・みよし矯正展事務局  
名古屋刑務所作業部門内  ☎36-2260�
内容  ステージイベント、展示即売、施
設見学など

日時  10月19日(土)10：00～16：00、
10月20日（日）9：00～15：00

場所  名古屋刑務所

防災ボランティアコーディネ
ーター養成講座
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
　大規模災害時、被災者からの支援依
頼と支援活動をするボランティアとの
調整をする、コーディネーターになり
ませんか。
日時  11月23日(祝)・24日(日)10：00
～16：00

場所  市役所3階研修室
対象  市内在住・在勤・在学で2日間とも
受講できる人

定員  抽選で30人　費用  無料
申込  10月31日(木)までに申込書(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)に必要事
項を記入し、防災安全課へ郵送、
ファクス、または直接

行政・法律なんでも相談所
総務省中部管区行政評価局  
☎052-972-7415 
内容 �税金、登記、雇用、年金、道路、
消費生活、女性･家庭の悩み事、
交通安全、高齢者、相続、離婚、
金銭貸借などの悩み事や困り事の
相談

※相談員は弁護士、司法書士、税理士、
行政書士、国・県職員などです。
日時 �10月15日（火）13：00～16：00
（受け付けは12：00から）

場所 �豊田市民文化会館展示室A（豊田
市小

こざか
坂町12-100）

費用 �無料
申込 �不要。当日、先着順で受け付け

里親月間
愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター 
☎0565-33-2211  N0565-33-2212
　里親とは、さまざまな事情によって
家庭で暮らせなくなった子どもたちを、
子どもやその家族に必要な期間、温か
い雰囲気の中で養育してくださる人の
ことです。子どもたちの健やかな成長
のために、里親になりませんか。

「譲ります」「譲ってください」
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
草刈機、耕運機、三好北中学校の女子
制服（夏服・冬服）

【譲ってください】 
麻雀のゴムマット

【交渉の流れ】
　希望者は、10月1日（火）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

ホームページ
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催し・講座
ぼうさいこくたい2019
防災安全課  
☎32-8046��N76-5702
　日本最大級の防災イベントです。最
新の防災・減災について学びませんか。
日時 �10月19日（土）10：00～18：00、
10月20日（日）10：00～16：00

場所 �名古屋市ささしまライブ周辺（名
古屋市中村区平池町）�他

第6回「ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ」
緑と花のセンター  
☎34-6111  N34-6161�

　

　軽トラックの荷台などを店舗に見立
てて、野菜や果物、加工品、雑貨など
をお値打ちに販売します。
日時  10月13日(日)10：00～
場所  サンアート

食育推進ボランティア研修交流会
愛知県豊田加茂
農林水産事務所農政課� 
☎0565-32-7363 
{toyotakamo-nourin@pref.aichi.lg.jp
　食育推進ボランティア研修交流会
「豊田加茂地域の食を味わう�第1回山
の恵み「ジビエ」を味わう」を開催しま
す。食育ボランティアと一緒に地域の
食を見直し、味わいませんか。
内容  ジビエ料理を題材とした講座・実習
日時  11月13日（水）10：00～13：00
場所 �豊田市役所東庁舎5階栄養指導室
対象 �みよし市・豊田市在住で18歳以上
定員 �抽選で20人
費用 �1,000円（参加人数確定後に決定）
申込 �10月31日（木）までに申込書（ホ

ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、郵送、また
はメール（必着）

みよし市文化祭
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�

【作品展示】
内容 �絵画、水墨画、写真、彫刻、陶
芸、書道、文芸、華道、盆栽、ア
ートクラフトなど

日時 �10月31日(木)～11月3日（祝）
10：00～17：00（2日は9：00か
ら。最終日は16：00まで）

場所 �サンアートレセプションホール、
研修室、1・2階ロビー

【芸能発表】

内容 �舞踊、ダンス、筝、太鼓、大正
琴、詩吟、ヘルマンハープなど

日時 �11月2日(土）10：00～15：40
場所 �サンアート大ホール　費用 �無料

【菊花展】
日時 �10月31日(木）～11月3日（祝）
場所 �サンアート正面　費用 �無料

【文化祭茶会】
日時 �11月3日(祝）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 �表千家��宮

みやざわ

澤八
や よ

代（宗
そうこう

光）さん
費用 �300円　申込 �不要。会場へ直接
※文化協会で前売り券の販売もあります。

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
内容  ティッシュケース作り
日時  10月24日(木)13：30～15：30
場所  尾三衛生組合エコサイクルプラザ
2階体験学習教室

対象  みよし市・日進市・東郷町在住
定員  抽選で20人　費用  500円
申込  10月13日(日)までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザへ電話

みよし「働く」フェア
豊田公共職業安定所  
☎0565-31-1400  部門コード41＃
　「働く」ことに興味を持ってもらうこ
とをテーマとしたフェアを開催します。
日時  10月12日(土)10：00～16：00
場所  イオン三好店アイ・モールセント
ラルコート

費用  無料

健康・福祉
市民病院 健康教室
市民病院リハビリテーション課  
☎33-3300  N33-3308
内容 �市民病院の理学療法士・作業療法
士による認知症予防と健康体操

日時 �10月30日（水）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
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

認知症カフェ「オリーブ」
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N33-0786
内容 �回想法風大正琴を楽しみながら
介護予防にチャレンジする

日時 �10月24日（木）13：00～15：00
場所 �社会福祉法人翔寿会内談話室�キ
ャロット

対象 �どなたでも可
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

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
　認知症介護の不安や困りごとを相談
してみませんか。
日時 �10月25日(金)13：30～15：30
場所 �市役所3階研修室4
対象 �認知症の(認知症と思われる)家族
を介護している人

申込 �不要。会場へ直接

ホームページ
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対象 �次のいずれかに該当する人
①�昭和29年12月31日以前に生まれ
た人で、接種日に満65歳以上
②�60～64歳（昭和30年1月1日～34年
12月31日生まれ）で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能、またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能に障がいが
ある（障がいの程度が身体障がい者
手帳1級程度）
※①に該当する人には、10月上旬に
通知を郵送します。 ②に該当する人
は、事前手続きが必要です。健康推進
課へお問い合わせください。
費用 �1,500円(生活保護受給世帯は無料)

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
　自然や展望台からの景色が楽しい、
浮き雲桟橋コースです。
内容 �約4.4kmのコースを歩く
日時 �11月1日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �おかよし交流センターに集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

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、健康運動指導士
による健康体操

日時 �10月11日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

豊田厚生病院 病院祭
豊田厚生病院 企画課 
☎0565-43-5000  N0565-43-5100
　屋台や子供が遊べるブース、病院
ならではの催しなどを開催します。
日時 �10月27日（日）10：00～15：00
場所 �豊田厚生病院（豊田市浄

じょうすい

水町伊
い ぼ

保
原
ばら

500-1）

回想法教室
「懐かし想ひ出列車」
長寿介護課 
☎32-8009  N34-3388
　懐かしい物や写真などを題材に、み
んなで昔話を楽しみませんか。
日時 �11月15日・29日、12月13日・27
日、令和2年1月10日・24日、2月
7日・21日の金曜日14：00～15：00

場所 �市役所、または特別養護老人ホ
ーム安

あんりゅうそう

立荘（打越町山ノ神60）
対象 �市内在住で会場まで自分で通う
ことができる65歳以上の人

定員 �抽選で8人程度
申込 �10月31日(木)までに申込書（長
寿介護課で配布、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、長寿介護課へ郵
送、または直接

一汁一菜から始めようクッキング
健康推進課  保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　食生活健康推進員が、一汁一菜で一
食分の必要な栄養が取れる献立を紹介
します。
日時 �10月25日(金)10：00～13：00
場所 �保健センター　対象 �市内在住
定員 �先着で20人　費用 �400円
持物 �塩分濃度測定希望者は自宅で作
ったみそ汁など大さじ1杯程度

申込  10月11日(金)までに健康推進課
へ電話、または直接

高齢者インフルエンザ予防接種
健康推進課 保健センター内
☎34-5311  N34-5969
期間 �10月15日(火)～令和2年1月31日
(金)

場所 �みよし市・豊田市の指定医療機関
※医療機関によっては事前予約が必要
です。また、指定医療機関以外での接
種を希望する場合は、事前に手続きが
必要ですので、通知した接種券を、健
康推進課へ持参してください。

第37回わらび秋まつり
社会福祉法人あさみどりの会 わらび福
祉園  ☎34-5975  N34-5976
　バザーやゲーム、模擬店、ステージ
イベントなどを行います。
日時 �10月12日（土）10：00～15：00
場所 �社会福祉法人あさみどりの会わ
らび福祉園（三好町西荒田28）

泰山寮開寮記念祭
社会福祉法人昭徳会  泰山寮
☎34-2161  N34-6568
　カレーライスや綿菓子などの模擬店
や、物品販売などを行います。
日時 �10月19日（土）11：00～13：30
場所 �障害者支援施設泰山寮（打越町山
ノ神51-1）

費用 �入場無料

衣浦東部保健所からのお知らせ
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

【結核に関する相談・支援】
　衣浦東部保健所では、結核に関する
相談・支援をしています。予防・早期発
見のため、2週間以上咳や痰などが続
く時は、病院を受診しましょう。ま
た、年に1回は胸部エックス線検査を
受けましょう。心配のある人は、お気
軽にご相談ください。

【膠原系難病患者・家族のつどい】
内容 �藤田医科大学病院医師の芦

あしはら
原こ

のみさんの講演「病気と上手に付
き合うために～日常生活の工夫に
ついて～」、交流会

日時 �10月16日（水）13：30～15：30
場所 �衣浦東部保健所3階大会議室（刈
谷市大

おおてまち

手町1-12）
対象 �衣浦東部保健所管内在住の膠原
系難病患者とその家族

費用 �無料
申込 �10月8日（火）までに衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ
へ電話
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 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

   10 火
日10

2019

　　有料広告

子育て
絵本の読み聞かせ
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
日時 �10月24日(木)10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �10カ月～2歳未満の子とその保護
者

定員 �抽選で30組
費用 �1人15円　託児 �あり　
申込 �10月10日（木）～17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

わらべうた
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
日時 �11月11日(月)10：00～11：00
場所 �三好丘地区子育て支援センター
対象 �5カ月～1歳6カ月の子とその保護
者

定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �10月28日（月）～11月5日（火）9：
00～16：00に三好丘地区子育て
支援センターへ電話、または直
接

あいちっこ「親の学び」学習プ
ログラム
きたよし地区子育て支援センター  莇
生保育園内  ☎34-4660  N34-7558
　体操や運動を通して、親子で楽しく
体を動かしましょう。
日時 �10月24日（木）10：00～11：00

場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �2歳児とその保護者
定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �10月10日（木）～17日（木）9：00
～16：00にきたよし地区子育て
支援センターへ電話、または直接

親子で遊ぼう3B体操
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 �ベルやボールを使って遊ぶ
日時 �10月30日(水)10：00～11：00�
場所 �子育て総合支援センター
対象 �2歳以上の子とその保護者
定員 �抽選で25組　費用 �1人15円
申込 ��10月16日(水)～23日(水)�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

観劇会「人形劇」
黒笹地区子育て支援センター  黒笹保
育園内  ☎36-5722  N36-5108

内容 �人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」に
よる人形劇「ねずみのよめいり」「3
びきのこぶた」

日時 �11月6日（水）10：30～11：10
場所 �黒笹保育園遊戯室

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 �10月23日（水）～30日（水）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

子育てママのリフレッシュ教室
健康推進課 保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　たまには子育てや家事と少し離れ、
リフレッシュしませんか。
内容 ���ペタンク、栞

しおり

作り、おやつ作り
日時 ���10月30日（水）、11月6日（水）・
22日（金）10：00～11：30

場所 ���保健センター
対象 ���未就園児の母親で3日間とも参加
できる人

定員 ���抽選で15人　託児 ���あり
申込 �10月18日（金）までに健康推進課
へ電話、または直接

いきいき子育て講座
教育行政課  
☎32-8028  N34-4379
内容 �花まる学習会の箕

みのうら
浦健
けんじ
治さんの講演

「生きる力～もめごとはこやし～」
日時 �10月25日（金）10：30～12：00
場所 �サンアートレセプションホール
対象 �子どもを養育する保護者
定員 �抽選で200人　費用 �無料
託児 �なし
申込 �10月11日（金）までに、ホームペ
ージの申し込みフォームから申し
込み、または住所、氏名、電話番
号を明らかにして、教育行政課へ
ファクス、電話、または直接

ホームページ
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スポーツ
総合体育大会バドミントン大会
バドミントン連盟  鈴

すずき
木進

すすむ
さん

☎・N36-1650
日時 �11月24日（日）
場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学（高校生以上）
費用 �連盟登録者1,000円、未登録者
1,500円、高校生700円　　

申込 �11月8日（金）までに所定の用紙
（総合体育館で配布）に記入し、総
合体育館へファクス（N34-6030）、
または直接

ソフトテニス連盟の教室・大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
【総合体育大会ソフトテニス大会】

部門 �中学1年の部・中学2年の部・一般
の部（予選はリーグ戦、決勝はト
ーナメント戦（予定））

日時 �11月10日（日）9：00～（受け付け
は8：30から）

場所 �三好公園テニスコート
対象 �中学生以上
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �10月25日（金）までに申込用紙（総
合体育館で配布）を総合体育館へフ
ァクス（N34-6030）、または直接

　　有料広告

【インドアソフトテニス教室】
日時 �11月1日（金）～令和2年3月20日
（祝）19：00～21：00（全19回）

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上
定員 �先着で40人　費用 �5,000円
申込 �10月4日（金）～19日（土）に申込
用紙（総合体育館で配布）に必要事
項を記入して総合体育館へファク
ス（N34-6030）、または直接

総合体育大会硬式テニス大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
部門 �ミックスダブルス（1セットマッチ、
トーナメント戦）

日時 �11月9日（土）9：00～（予備日11月
23日（祝））

場所 �三好公園テニスコート
対象 �ペアのうち一人は市内在住・在勤・
在学、またはテニス協会登録者

費用 �1組2,000円
申込 �10月13日（日）までに総合体育館
へ直接

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657
日時 �11月15日（金）8：30～12：00（受
け付けは8：00から。予備日11月
22日（金））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住　費用 �300円
※入賞商品・ラッキー賞があります。
※ホールインワンをした人は1回に付

き100円の募金をお願いします。
申込 �10月7日（月）までに行政区、氏
名、年齢、電話番号、商工会長杯
大会参加希望と記入し、グラウン
ド・ゴルフ協会事務局へ郵送（〒
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）、またはファクス

カローリングインストラクター
養成講習会
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
内容 �カローリング実技、筆記テスト
日時 �11月16日（土）13：00～16：00
場所 �総合体育館アリーナ・会議室
対象 �どなたでも可　定員 �30人　
費用 �100円
申込 �10月1日(火)～10月31日(木)に
申込用紙（スポーツ課で配布）に必
要事項を記入してスポーツ課へフ
ァクス、または直接

第2回スポーツ指導者講習会
スポーツ協会  総合体育館内
☎32-8027　N34-6030
内容 �リズムトレーニング（実技）
日時 �10月26日(土)17：00～19：00
������(受け付けは16：30から)
場所 �総合体育館剣道場�
講師 �STAR公認インストラクターの伊

い

東
とう
憲
けんいちろう
一郎さん

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で40人　費用 �100円
申込 �10月12日(土)までにスポーツ協
会へファクス、または直接

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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スポーツ
三好さんさんフェスティバル
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
内容 ��①お楽しみゲーム、②サッカー、
③ソフトバレーボール、④カロー
リング、⑤グラウンド・ゴルフ、
⑥健康麻雀体験会

※1人1種目参加できます。
日時 �10月20日（日）8：45～12：00
場所 �南部小学校�他
対象 �①年長園児以上(園児は保護者同
伴)、②～④小学生以上、⑤・⑥中
学生以上

費用 �会員300円、非会員500円(当日
集金。参加賞・保険料含む)

申込 �10月8日（火）までの火・木・金曜日
9：00～15：00、水・土曜日9：00
～12：00に、氏名、年齢、電話
番号、希望する種目を明らかにし
て、三好さんさんスポーツクラブ
へメール、電話、または直接

伝言板
みよし市吹奏楽団シンフォニ
ックウインズみよし第9回定期
演奏会
曲目 �カルメン組曲、嵐メドレー、ハリ
ウッド映画音楽メドレー�他

日時 �11月3日（祝）13：30～16：00（開
場13：00）

場所 �サンアート大ホール

申込  不要。会場へ直接（入場無料）
問合 �シンフォニックウインズみよしへ
メール（{swmiyoshi@gmail.com）

へアドネーション（髪の寄付）
のお願い
　小児がんで髪の毛をなくした子ども
たちにウィッグをプレゼントする運動
をしています。寄付には髪の長さが
31cm以上必要です。興味のある人、
ご協力いただける人はご連絡ください。
問合 �平日10：00～15：00に三好愛知
ライオンズクラブへ電話（☎32-
2763）

Let’s try on ！　ガールスカウト
内容 �野外料理、モンキーロープで遊ぶ
日時 �10月19日（土）10：15～14：30
場所 �さんさんの郷バーベキュー場
対象 �年中園児～小学４年生の女児とそ
の保護者

定員 �先着で15組　費用 �1組500円
申込 �10月15日（火）までに安

やす だ
田初

はつ よ
代さ

んへ電話（☎090-1985-6347）

子どもと女性の護身術
日時 �10月12日（土）13：30～15：30
場所 �サンライブ
対象 �子ども、女性　費用 �無料
申込  三

みつまた
俣広
ひろあき
明さんへ電話（☎090-3150-

6319）

3B体操（愛知中北部グループの
つどい）
日時 �10月24日（木）10：00～11：30
場所 �豊田市西部コミュニティーセンタ

ー（豊田市本
ほんしん
新町7-50-3）

費用 �無料　申込  不要。会場へ直接
問合 �（公社）日本3B体操協会愛知中北
部グループ長の加

かとう
藤仁

ひとみ
美さんへ電

話（☎090-6077-1727）

三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �ネコの里親探し　
日時 �11月2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　費用 �参加費無料
※譲渡には費用がかかります。
申込 �不要。会場へ直接
問合 �三好ネコの会代表の銅

どうき
城みえこさ

んへ電話（☎090-7618-1659）

雑木林deセルフケア
内容 �瞑想、散策、季節のクラフトなど
日時 �10月14日（祝）、11月4日（振休）、
12月15日（日）10：00～12：00

場所 �三好丘緑地　対象 �18歳以上　
定員 �先着で5人　費用 �1,000円
申込 �鈴

すずき
木友
とも
よさんへ電話（☎090-1231-

9989）、またはメール
　　suzuki@gmail.com）

サツマイモ収穫体験会
日時 �10月19日（土）9：00～
　　10：30
場所 �打越町鏡塚地内の畑（さんさんの
郷の隣）

定員 �先着で80組　費用 �1組500円
申込 �10月15日（火）までに加

かと う
藤憲

さとる
さん

（☎080-6903-5361）、または長
なが

尾
お
邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-8587）

へ電話

　　有料広告

 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。

 回放送 10月12日（土）午前９時00分～（ひまわり12）

再放送　 10月13日（日）午後7時00分～、19日（土）午前9時00分～、20日（日）午後7時00分～

市制施行10周年記念事業として9月27日（金）に

文化センターサンアートで開催された

小林幸子歌謡ショーの一部をお送りします。

 令和元年度 みよし市長寿お祝い会』 イベントＭＣ・司会ご相談ください！

 組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせ
 まわり12 / 地デジ12ch

さんさんチャンネル / CATV123ch

 令和元年度 みよし市長寿お祝い会』 イベントＭＣ・司会ご相談ください！

 まわりくん

 180mm H48mm

ラジオラブィートのパーソナリティが

イベントをより華やかに

演出します！！

 ジオ ブィート 営業局 0565（32）8855

お問い合わせ

ホームページ

（{tmerumo
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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。

小さな秋イベント「築250年 旧市川家物語 暮らしの音が聞こえる」

林
はやしや

家木
き く お う

久扇・柳
やなぎや

家三
さ ん ざ

三　二人会

甲
かっちゅう

冑製作教室

長久手温泉「ござらっせ」で朝風呂を始めます

生涯学習課　☎0561-73-4190

生涯学習課　☎0561-38-4111　N0561-38-9445 

産業支援課地域振興係　☎0562-92-8332

長久手温泉ござらっせ　☎0561-64-3511

　日本庭園が色づく秋に、文化を楽しむ
ひとときを過ごしてみませんか。今年は
移築250周年を記念し、名古屋学芸大
学と連携した特別なイベントです。
内容 �展示&映像コーナー、コンサート、体
験ワークショップ（有料）、名古屋学

日時 �11月4日・24日、12月8日・15日、令
和2年1月12日・26日、2月9日・23
日、3月8日・22日、4月5日の休日お
よび日曜日13：30～15：30（全11回）

場所 �豊明勤労会館（豊明市新
しんでん
田町吉

よしいけ
池18-

8）

芸大学映像科によるライトアップ�他
日時 10月26日（土）13：00～19：00
場所旧市川家住宅（日進市野

のかた
方町東

ひがしじま
島384）

他 �10月12日（土）14：00～16：00、椙
山女学園大学と連携したプロジェク
ションマッピングを実施

対象 �近隣市町在住で、令和2年6月7日
（日）開催予定の桶狭間古戦場まつり
武者行列に参加できる人

費用 �6,000円（布・刀代などが別途必要）
申込 �10月18日（金）までに、豊明市観光
協会ホームページから

　幅広い活躍で大爆笑の高座を届けてい
る林家木久扇さんと、古典落語の若き名
手柳家三三さんによる豪華落語会。マ
ジック界の大御所、マギー司

しろう
郎さんも出

演します。
日時 �10月20日（日）14：00開演

　10月5日(土)から、土・日曜日、祝日
のみ営業時間を7：00に早め、朝風呂を
開始します。詳しくは長久手温泉ござ
らっせのホームページをご覧ください。
日時 �10月5日(土)以降の土・日曜日、祝
日とお盆など

場所 �長久手温泉ござらっせ（長久手市前
まえ

熊
ぐま
下
しも だ
田170）

※駐車場は6：40から利用可できます。
費用 �720円（9：00以降も引き続き利用
可）

ホームページ

ホームページ

場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春
はる

木
き
字北

き た ん だ
反田14）

対象 �小学生以上（未就学児入場不可）
申込 �チケット一般3,000円、高校生以下
1,000円（全指定席）を東郷町民会館
（火曜日休み）窓口で発売中



11月の相談
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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 11日（月）13：00～16：00
市役所2階相談室

不要
法律相談 8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 19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
13日・27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 7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 13日・27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

教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（火）・20日（水）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会

☎34-1588
こころの電話みよし（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
12日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
26日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

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 12日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 13日（水）9：00～11：30
衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
精神科医による相談 6日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 18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：2,152人　市人口に占める割合：3.5%（令和元年9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

（日本語の記事は6ページ参照）

産
さんぎょう

業フェスタみよし2019

Agrofesta de Miyoshi 2019
Centro das flores e do verdes
☎0561-34-6111  N0561-34-6161
Realizaremos eventos e PR coletivos de 
comércio e agro produtoras locais.
▶Data＝3 de novembro (dom), das 
9:20 às 14:30 (realizaremos mesmo 
com chuva)
▶Local＝Sansan no sato
▶Conteúdo＝
①Agrofesta
Vendas de produtos agropecuário e 
distribuição de onigiri (bolinho de 
arroz) e oshiruko(sopa doce de feijão)
②Festa comercial
Vendas de itens recomendado por 
alguns restaurantes e outros comércios
③Festa da Assoc. Infantil
Recreação pelo organizador da Assoc 
infantil etc.
④Vendas e bazares das cidades 
Hokkaido Shibetsu-shi, Nagano-ken 
Kiso-machi Assoc. regional Kiso e 
Mitake, Exposição dos carros da Forças 
de Autodefesa do Japão, e experiência 
para subir no carro de bombeiro etc.

⑤Eventos no palco
▶Orientação até o local＝
①Ônibus especial＝Pretendemos 
divulgar o conteúdo nos anúncios do 
jornal
②Carro próprio＝Estará disponível 
os estacionamentos na Comunidade 
da região Nanbu, nas escolas Nanbu e 
Minami. Dos estacionamentos, poderá 
seguir a pé até o local ou utilizar o 
estacionamento da TOYOTA, filial 
‘Myouchi’ e seguir de ônibus até o 
local.

Industrial Festa Miyoshi 2019
Green and flower center
☎0561-34-6111  N0561-34-6161
Agricultural and commercial merchants 
meet together to hold PR and events 
for local products.
▶Data＝November 3 (Sunday) 9:20 
am to 2:30 pm (even on rainy weather)
▶Local＝Sansan no sato
▶Content＝
①Agriculture festival
Sale of agricultural products and 
distribution of rice balls and oshiruko
②Commerce Festival
Sales of recommended items at 

restaurants and offices
③Children's Association Festival
Recreation by children's association 
leaders
④Sales of special products from 
Hokkaido Shibetsu City, Nagano 
Prefecture Kiso-machi Mitake-
Kiso Wide Area Association, public 
organization activity PR, welfare group 
bazaar, self-defense exhibition of 
special vehicles, ladder trip experience 
by Bisan Fire Department, etc.
⑤Stage event
▶Guidance to the location＝
①Temporary patrol bus＝The contents 
will be published in newspaper inserts.
②Private car＝Park in the southern 
district community, southern 
elementary school, south junior high 
school of temporary parking lot and 
walk to the venue, or park in the north 
parking lot of Toyota Motor Myouchi 
Factory and take the shuttle bus to the 
bus location.

　今号の13ページで紹介したパッククッキング。
私も自宅で挑戦してみました。レシピに頼らず、有
り合わせの材料に適当な味付けの男料理。家族に心
配そうな目を向けられながらも調理した4品は、ど
れも大成功でおいしく食べることができました。覚
えておくと災害時にも役立つ、便利なパッククッキ
ング。皆さんも、ぜひ挑戦してみてください。（陽）

完成したご飯、オムレツ、
ポテトサラダ、野菜スープ



病院祭
みよし市民病院開院55周年

～今日は病院へ遊びに行こう♪～

体験コーナー
・手術室体験 ※
・内視鏡体験 ※
・AED体験 ※
・ナース体験
・薬剤師体験
*体組成体験 他
※の体験は整理券
（当日10：00から
配布）が必要です。

*マークは当日10：00からチケットを販売します。

模擬店おたのしみ

*フランクフルト
*みたらし団子
*からあげ
*五平餅 
*ポップコーン 他

*宝釣り
*ヨーヨー釣り
*輪投げ
・ちびっこ試着
 （ナース服・白衣など）

内視鏡体験で
医者になりきろう

手術室に
入れるよ

伊藤院長

スケジュール
10：50～ 手洗いチェッカー
13：00～ 大腸の話
13：40～ 体操

伊
いとう

藤治
おさむ

院長をはじめ、
総看護師長、技師長による

ミニ講演会です！

ミニ講演会

市民病院　☎ 33-3300　N33-3308市民病院　☎ 33-3300　N33-3308

南部小金管バンド部・バトン部、
S
サ ニ ー ズ キ ャ ン デ ィ ー
unny'sCandyぷち、Sunny'sCandy、

ベル ヴァイオリンズ、音
おとゆう

遊合唱団、
ヘルマンハープアンサンブル ティータイム、踊

と う か
華三好、

ジョンソンズ・リトルYOYO DLYB ダンスカンパニー、
みよし少年少女合唱団、病院職員バンド

ステージイベント 10：00～15：00 （9：45開場）
みよし市民病院 (三好町八和田山15)

11月10日(日)

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

市政情報番組

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�10月7日（月）、11月5日（火）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
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