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きっと、新しいあなたに出会える！

What's

おかよし交流センター？

おかよし交流センター

予約や利用手続
きはこちらへ。

可動式のステージをはじめ、音
響設備、グランドピアノを備え

ホワイトボードと24席が常
備され、研修会やサークルの

　令和元年8月23日に開館したおかよし交流セン
ター。行政区の枠を超えたみよし市で初めての地区拠
点施設です。地域の皆さんの交流や、幅広い活動を支
援することを目的としています。今回の特集では、お
かよし交流センターの魅力や、実際に利用した皆さん
の声をお届けします。

受　付

受　付
1階交流サロン

ホール（東・西）

会議室

友好都市長野県木
き そ ま ち

曽町の木材
で作られたテーブルやイスが

安らぎの空間を作り出します。お
しゃべりや読書、一休みに。

ています。東西2つのホールをつなげ
れば、より広い空間に。発表会や軽運
動など、用途はさまざまです。 会合などに利用できます。

３
２

1

４
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大きな鏡とピアノを備え、ダン
スや合唱の練習に最適。机や椅

ドラムセットやアンプなど
の設備が充実した、防音室

開放的な屋上テラス。天気
が良い日には、コーヒーを

講座室 屋上テラス多目的練習室

子を置いて、工作などもできます。 です。バンドや歌の練習にも。 片手に、読書はいかがですか。

５ ６ ７
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和  室

コンパクトで使いやすいキッチンです
ね。台の高さが変えられるので、身長
に関係なく使いやすかったです。移動
させて料理を提供する台としても使え
ました。パンを焼く設備が整っている
ので、友達とパンを焼くのも楽しそう
ですね。

うきぐも食堂の皆さん

ジャザサイズインストラクター 
田
た な か

仲真
ま ゆ み

由美さん

B
ベ ア ー ズ
earsE

イングリッシュ
nglish

週2回ほど、ジャザサイ
ズのレッスンをしていま
す。広くて、大人数でも
思い切り踊れるのが良い
ですね。床がフローリン
グで、滑りにくいところ
も気に入っています。

英会話教室で利用していま
す。子どもたちが足を伸ばし
てリラックスできるのが良い
ですね。それに、利用料が安
くて驚きです。

▲ホール（東）ホール（西）
と も に、 バ ド ミ ン ト ン
コートが張れる広さ。

▲三好丘交流センター

▲机や椅子もあり。習字や
そろばん教室などにも。

着工から約1年、令和元年8月、
三好丘交流センター跡地に完成しました。

利用してみて、いかがでしたか？

　平成30年7月、三好丘交流センターの解体工事に着手しました。おか
よし交流センターの建設にあたっては、地域住民によるワークショッ
プを開催し、より利用しやすく、親しみの持てる施設となるよう、ど
のような機能や設備が必要かを議論。その結果、300人規模の集会や
軽運動に利用が可能なホール、部屋の広さが調整できる会議室や講座
室、調理室などを備えた施設が完成しました。

　開館から約2カ月。調理室、和室、ホールを利用している皆さんに感想を聞きました。

調理室

ホール
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もっと知りたい！
おかよし良いとこ。
　さまざまな魅力があるおかよし交流センター。設計を担当した都市計画課の成

な る せ
瀬康

やすひろ
博技師が、

4つの注目ポイントを紹介します。

平日（月曜日を除く）、土曜日、祝日 / 9：00～21：00

日曜日 / 9：00～17：00

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、

および年末年始（12月28日～1月4日）

※利用料金や予約方法など、詳しくはホームページをご覧ください。

≪おかよし交流センター　☎31-0411  N31-0412≫

休館

開館

おかよし交流センターの魅力は、まだまだたくさん！
ぜひ、皆さんのお気に入りポイントを見つけてみてください。

ホームページ

調理室 + フリースペース1
　調理室の扉はパーテーションになっていて、調理室をフリース
ペースにつなげることができます。家族や友人と集まって、でき
たての料理を囲んでのパーティーはいかがでしょうか。

広い
トイレ3

　私自身、子どもをトイレに連れて行くのに個室が狭く、苦労した経験があります。
おかよし交流センターには、１カ所のトイレに必ず一つ、広いブースのトイレがあり
ます。お子さん連れの皆さんにも、気軽に施設を利用していただけます。

2階交流サロンには
給湯スペースが併設2

　日中は、お茶をしながらのだんらんのスペースとして、
夕方は、学習スペースとしてなど、いろいろな顔を持つ場
所になればと思います。

和室入り口の空間4
　他のスペースとは床の雰囲気が変わり、坪庭が現れます。上がり框

かまち
に少し

腰を下ろして、のんびりと過ごしていただきたいと思います。

information

●

▲

◀
▶

●

●

●

●

●

●

54

OL前

おかよし交流センター
（ひばりケ丘 2-1-1）

三好丘緑地
至三好ケ丘駅

三好丘小学校

メグリア

三好丘集会所

名古屋刑務所ひばりケ丘
ふれあいセンター

至東名三好IC

三好丘公園

フリースペース

調理室
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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
　皆さんに納めていただいた税金などが、どのように使われているのかを知っていただく
ため、市の決算状況をお知らせします。
　平成30年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入362億8,848万円、歳出
330億9,168万4千円でした。前年度と比較すると、歳入で1億5,334万1千円の減額、
歳出で6億6,417万円の減額となりました。

　計画的かつ効率的な行財政運営により、平成30年度の一般会計では、実質収支（歳入決算額から歳出決
算額を差し引いた額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いたもの）で、22億8,541万8千円の黒字決算と
なりました。

  平成30年度

  決算報告　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

歳入
273億

7,274万3千円

歳出
244億

6,662万7千円

自主財源
81.7％

依存財源
18.3％

市税（60.7％）
166億1,472万2千円

民生費（27.9％）
68億1,530万2千円

※内訳と合計が一致しないのは、端数処理によるものです。

教育費（13.9％）
33億9,089万7千円

衛生費（9.6％）
23億5,251万6千円

公債費（4.5％）
11億470万5千円

消防費（3.5％）
8億4,593万3千円

農林水産業費（1.8％）
4億3,294万9千円

議会費（0.9％）
2億3,055万5千円

用 語 解 説

一般
会計

商工費（0.8％）
2億276万4千円

労働費（0.1％）
1,012万2千円

総務費（21.2％）
51億7,873万円土木費（15.9％）

39億215万5千円

繰入金（7.2％）
19億8,348万8千円

繰越金（8.6％）
23億4,159万6千円

諸収入（2.6％）
7億2,414万9千円

分担金及び負担金（1.2％）
3億2,416万5千円

使用料及び手数料（0.8％）
2億1,788万4千円

その他（0.5％）
1億4,407万5千円

国庫支出金（7.6％）
20億8,258万1千円

地方消費税交付金（4.5％）
12億3,981万6千円

県支出金（3.6％）
9億8,676万3千円

その他（1.9％）
5億450万4千円

市債（0.8％）
2億900万円

市税の内訳
市民税 90億   972万3千円

固定資産税 62億1,811万5千円
都市計画税 9億   553万3千円
市たばこ税 3億6,370万1千円
軽自動車税 1億1,764万9千円

歳　入 市に入ったお金
歳　出 市が使ったお金

市　税 市民の皆さんや事業所などが
納めたお金

繰越金 前年度から繰り越されたお金

繰入金 特定の目的のために基金から
おろしたお金

諸収入 預金利子やその他の収入
分担金及び

負担金
市が行う事業の受益者からの
応分の負担金

国庫支出金 市が行う事業に対する国から
のお金（負担金や補助金）

地方消費税
交付金

地方消費税（市町村分）のうち
県から市へ配分されたお金

県支出金 市が行う事業に対する県から
のお金（負担金や補助金）

市債 事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金
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　特定の事業を行うための収入・支出について、一般
会計と区別して経理が行われる会計です。

　独立採算制を原
則とした、企業的
色合いの強い事業
を行う会計です。

※1  本市が黒字であるため算定されません（実質黒字の比率は15.59％、連結実質黒字の比率は24.42％）。
※2  将来負担額を上回る基金などの財源があるため算定されません。

　健全化判断比率とは、市の財政が健全に運営できているかを判断する指標のこと。資金不足比率とは、病院事業会計と下
水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計ごとの赤字の程度を示したもの。
　みよし市は、全ての比率で基準を大きく下回っているため、財政構造の健全性が保たれているといえます。

　病院事業会計と下水道事業特別会計、
農業集落排水事業特別会計について、い
ずれも資金不足額はありませんでした。

※△はマイナスを表します。

会　計 歳　入 歳　出
国民健康保険特別会計 45億   500万円 44億   264万円
下水道事業特別会計 13億   241万円 12億5,804万円

農業集落排水事業特別会計 3億5,436万円 2億5,996万円
介護保険特別会計 21億8,618万円 21億3,830万円

保険事業勘定 21億3,079万円 20億9,336万円
介護サービス事業勘定 5,539万円 4,494万円

後期高齢者医療特別会計 5億6,779万円 5億6,612万円
合　計 89億1,574万円 86億2,506万円

健全化判断比率 比率 基準値
実質赤字比率　一般会計などの赤字の比率 － ※1 12.81
連結実質赤字比率　市全体の赤字の比率 － ※1 17.81
実質公債費比率　市全体の借入金返済額の大きさを示す比率 3.2 25.0
将来負担比率　将来負担すべき実質的負債の比率 － ※2 350.0

区　分 決算額
事業収益 26億6,315万円
事業費用 28億4,632万円
事業収支 △1億8,317万円

資本的収入 2億6,420万円
資本的支出 4億1,860万円
資本的収支 △1億5,440万円

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに

勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに

商工業の振興や
観光事業などに

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策に

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに※平成31年4月1日現在の人口6万1,153人で計算。

議会活動や議員
報酬などに

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に

保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに

6万3,810円

166円

8万4,685円

3,316円1万3,833円

5万5,449円

3,770円

11万1,447円

7,080円1万8,065円3万8,469円

平成30年度一般会計決算で
市民1人当たりに
使われたお金は…

でした
土木費

労働費

総務費

商工費消防費

教育費

議会費

民生費

農林水産業費公債費

40万89円

衛生費

資金不足比率

特別
会計

健全化判断比率・資金不足比率

企業会計
（病院事業）
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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
固定資産税・都市計画税 3期 12月25日
国民健康保険税（普）

5期 12月2日
6期 12月25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     61,118人（ー49人）

男性     31,396人（ー20人）

女性     29,722人（ー29人）

世帯数  24,228世帯（ー15世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和元年10月1日現在）

　健康づくりのきっかけにしてもらおうと、健康づくりチャレンジを実施
しています。これは、あなたの健康づくりをポイント化するもので、50
ポイントためると「あいち健康づくり応援カード！～まいかMyCa～」と参
加賞がもらえます。また、抽選で100人に素敵な景品が当たります！

▲「あいち健康づくり応援カード！ ～まい
かMyCa～」。県内の協力店でさまざまな
サービスを受けることができます

▲チャレンジシート

◀チャレンジシートに「健康づくり」
をした日にちを記入するだけでポイ
ントがたまります。自分で立てた目
標（ウオーキングをする、野菜を食
べるなど）を20日間実施すると、も
らえるポイントもあります。

参
加
方
法

①チャレンジシートをもらう ②�健康づくりをしたら
チャレンジシートに
日にちを記入する

③�50ポイントたまっ
たら、保健センター
へチャレンジシート
を提出

チャレンジシート配布場所

　 例えば…
 □健康診断を受けた
□がん検診を受けた
□献血をした

対象  市内在住・在勤で18歳以上　期間  令和2年3月31日（火）まで
※チャレンジシートの配布は令和2年1月31日（金）までです。

　健康づくりチャレンジに取り組んでいる人がいる家庭
の、17歳以下のお子さんが取り組める「げんきチャレンジ」。

  あなたの健康づくりがポイントになります！　
　健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

保健センター　
市役所（福祉課、長寿介護課、
保険年金課）
サンライブ　福祉センター　
市内歯科医療機関

□�

チャレンジを達成すると、健康づくり大使「キューちゃん」のグッズがもらえます。

げんきチャレンジ

抽選で当たる！　景品（一例）
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　みよし市教育委員会教育長の今瀬良江さんの任期が、令
和元年9月30日をもって満了となり、10月1日から改め
て教育長として再任されました。任期は令和4年9月30日
までです。また、同日付けで、新たに委員に鈴木千郷さん
が就任されました。任期は令和5年9月30日までです。ま
た、みよし市教育委員会は臨時教育委員会を開き、今瀬教
育長が教育長職務代理者に松本美佐さんを指名しました。

教育長
今
い ま せ

瀬良
よ し え

江さん
教育長職務代理者

松
まつもと

本美
み さ

佐さん
新委員

鈴
す ず き

木千
ち さ と

郷さん

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

11月9日から11月15日まで、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されま
す。この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、予防の意識
を高めることで火災の発生を防止し、尊い命を守るとともに財産の損失を

　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。

□寝たばこは、絶対にしない
□ 調理中は、コンロから離れない
□ ストーブの上で洗濯物を干さない

□住宅用火災警報器を設置する
□住宅用消火器を設置する
□ エプロンや寝具類は、燃えに

くい防炎品を使用する
□隣近所と協力体制をつくる

　平成30年度は、歳入総額36億7,271
万6千円に対し、歳出総額36億1,759
万9千円で、執行率98.5％となりまし
た。
　広域化初年度として、消防力の低下

秋の火災予防運動

4つの対策

平成30年度尾三消防組合
一般会計決算

3つの習慣□� □�

 パブリックコメント　まちづくり基本計画
  都市計画課　☎32-8021　N34-4429　
  {toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

 サンネットの臨時休館
  サンネット　カリヨンハウス内
  ☎33-4150　N33-4151

　市では秩序ある土地利用と良好な住環境の形成を図ることを目的に
「まちづくり基本計画」を策定しています。第2次みよし市総合計画の策
定を受け、現在、計画の見直しを進めています。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、または市ホーム
ページでご覧になれます。

ホームページ

  教育委員会教育長、委員の就任および教育長職務代理者の指名　
　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

臨時休館日　
11月30日(土)、12月1日(日)
　住民記録・戸籍統合システムの更新作
業のため、サンネットを臨時休館しま
す。証明発行、市税などの納税、使用料
などの支払い、図書コーナーが利用でき
ません。ご理解とご協力をお願いします。

を招くことなく、重複車両の更新をス
トップするなど経費の節減に努めなが
ら、保有する消防力の適正配置や運用
の最適化を図るなど、広域消防力を最
大限引き出す施策に取り組みました。

防ぐことを目的としています。この機会に、住宅における火災予防の3つ
の習慣と4つの対策を確認しましょう。

【意見の提出方法】
　11月1日（金）～12月2日（月）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、都市計画課へ郵送、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。
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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

防災行政無線などを用いた伝達訓練

みよし安全安心大作戦2019

後付安全運転支援装置設置費補助事業

　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
伝達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。

　消防・防災・交通・防犯を楽しく学び、安全安
心の普及啓発を目的に「みよし安全安心大作戦」
を初めて開催します。親子で楽しめるさまざま
なイベントやブースを用意しています。皆さん
のお越しをお待ちしています。

11月17日(日)11：00～15：30
※屋外車両展示は10：00～13：30です。
場所 �イオン三好店（駐車場、店内1階セントラルコート 他）
※少雨決行。屋外での決行が困難な場合は屋内のみで実施します。

対象 �自家用車に安全運転支援装置を設置する個人で、次の
全てに該当する人

・市内に住所を有し、申請年度中に70歳に到達する
・自動車運転免許証を保有する
・補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者である
・市税を滞納してない
※令和元年4月1日以降に設置した場合も対象となります。
補助 �補助対象経費の10分の9（1,000円未満切り捨て、上

限6万円）（補助は1人1台まで）
※補助は、予算の範囲内で実施します。
申込 �安全装置の設置日から起算して3カ月以内に、申請書

兼実績報告書（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て、必要
書類を添えて、防災安全課へ直接

　高齢者のブレーキとアクセルの
踏み間違いによる事故を抑止する
ための補助事業です。

補助対象となる装置は…
　既販車に対して後付けで設置する装置で、次に掲げ
るいずれかの要件を満たすぺダル踏み間違いなどによ
る急加速抑制装置としての機能を有するものとし、か
つ同装置を設置した車両が「道路運送車両の保安基準」

（昭和26年運輸省令第67号）に適合するもの。

■  自動車の停車時および徐行時において、前方または
後方の障害物を車体に装置されたセンサーが検知
し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を
抑制する装置

■ 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時および
徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれ
た際にアクセル開度を電子的に制御する装置

・愛知県警「のぞみ」による防犯劇場
・警察、消防、自衛隊の車両展示、制服着用
・ みよし市安全安心キャラクター「みよ獅

し し

子
ちゃん」缶バッチ作成、ぬりえブース

・ホースボーリングゲームブース
・ちびっ子防火服記念撮影ブース
・みよし市×熊本県益

ま し き ま ち

城町コラボブース ©2010熊本県くまモン協力熊本県大阪事務所
みよし市安全安心

キャラクター
「みよ獅子ちゃん」

  　   　  　　　  が
みよしにやってきます！

くまモン

12月4日（水）
11：00ごろ

  防災安全課からのお知らせ　☎32-8046　N76-5702

ホームページ

※令和元年4月1日から11月30日までに安全装
置を設置した場合の受け付け期間は、12月2
日（月）から令和2年2月28日（金）までです。

くまモン登場時間
1部12：30～、2部15：00～

くまモン体操を踊りませんか？
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  長野県木
き そ ま ち

曽町へお得に遊びに行きませんか　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

  さんさんバス「乗合タクシー」をご存知ですか　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　みよし市の友好都市、長野県木曽町でお得に宿泊できま
す。市内在住・在勤・在学、また、グループ代表が市内在住・
在勤・在学であれば、そのグループ全員の木曽町宿泊助成対
象施設の助成券を申請できます。木曽町にしかない、秋と冬
の魅力がいっぱい！　助成券の残り枚数も少なくなってきて
いますので、お早めにお申し込みください。
内容  木曽町が指定する宿泊施設での令和2年2月29日（土）ま

での宿泊分について、1人1泊につき4,000円分の助成
券を発行

※営利目的のツアーや合宿などでの利用はできません。
※他の助成券との併用はできません。
※対象施設はホームページでご確認ください。
申込  次のとおり
①宿泊施設に直接予約
※必ず申請前に宿泊予約をしてください。
②観光協会（市役所4階）で申請し、助成券を受領
※申請受け付けは令和2年2月20日（木）までです。
③宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に提出

　さんさんバスは、市内の交通空白地帯
の解消や高齢者・移動困難者の社会参加
を支援することなどを目的として運行し
ています。

　乗合タクシーとは、さんさんバスのバ
ス停から離れた地域と、さんさんバスの
バス停との間を、タクシーを利用してバ
スに乗り継いでいただくサービスです。
　乗合タクシー乗降場は市内に23カ所
あり、乗合タクシーからさんさんバス
へ、またはさんさんバスから乗合タクシ
ーへと乗り継ぐことができます。乗り継
ぐバス停の時刻表に合わせて運行します
ので、バス利用の20分前までに乗合タ
クシーの予約が必要です。
　利用料金は、乗合タクシーとさんさん
バスの利用合わせて100円です。先に乗
った交通機関で100円をお支払いくださ
い。

ホームページ

100円で乗り継ぎできます

さんさんバス「乗合タクシー」のご利用の例
乗り継ぎたいバスの発車時刻の20分前までに愛知
つばめ交通株式会社へ電話（☎0120-344-502）1

2

3

4

タクシー乗降場からさんさんバスのバス停まで乗車

タクシーで100円を支払い「乗り継ぎ券」を受け取る

さんさんバスに乗り「乗り継ぎ券」を渡す

※さんさんバスから「乗合タクシー」に乗る場合は、バスの運転手に乗合タク
シーに乗り継ぐことを伝えてください。



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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　介護予防を推進しようと毎年行われている
この教室。名古屋グランパスのスクールコー
チの指導のもと、高齢者の皆さんは孫や三好
高校のサッカー部員らとペアになり、レクリ
エーションやシュート練習などに挑戦しまし
た。参加者は、元気いっぱいの子どもたちと
の交流を楽しみ、会場には笑顔があふれてい
ました。

　市の友好都市であるアメリカ合衆国イン
ディアナ州コロンバス市から教育親善大使と
して、ジム･ロバーツ教育長が来日。ロバー
ツ教育長は「みよしの教育現場でさまざまな
ことを学びたいです」と今回の訪問に寄せる
思いを話しました。その後、小野田賢治市長
と記念品を交換するなどして交流し、両市の
親睦をさらに深めていました。

　シルバー人材センターの活動を広く市民に
知ってもらおうと、シルバー直売会が開催さ
れました。会員が大切に育てた苗木や観葉植
物、手作りの巾着や焼き芋などを販売。ロー
ゼルを購入した女性は、「ローゼルのお茶が
とても好きなので、お部屋に飾った後、お茶
にして飲むのが楽しみです」と笑顔で話して
いました。

シルバー直売会
10月15日（火）生きがいセンター太陽の家

世代交流サッカー
健康増進教室
9月22日（日）緑丘小学校

コロンバス市教育親善大使
市長表敬訪問
10月4日（金）みよし市役所



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政番組『みよしTODAY』動
画配信」では、ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」で
放映したイベントや行事の様子を紹介しています。
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　特殊詐欺被害の抑止を目的に、特殊詐欺撲
滅講習会が行われました。豊田警察署の職員
による、特殊詐欺の現状に関する説明や、愛
知県警察本部防犯活動専門チームによる防犯
寸劇が行われました。防犯寸劇では振り込め
詐欺の手口を実演。参加者たちは、被害に遭
わないための注意点などを理解しながら、特
殊詐欺への意識を高めている様子でした。

　市内7カ所で赤い羽根共同募金の街頭募金
活動が実施されました。赤い羽根共同募金
は、地域福祉の推進のために活用されていま
す。イオン三好店で実施された募金活動に
は、共同募金会の会員の皆さんや、三好高校
の生徒が参加。ポケットティッシュや風船な
どのPRグッズを配りながら、募金への協力
を呼び掛けました。

特殊詐欺撲滅講習会
10月11日（金）おかよし交流センター

赤い羽根共同募金
10月1日（火）市内各地

　家庭で男女共同参画に取り組むきっかけに
してもらおうと、お父さんと子どもを対象に
親子でチャレンジクッキングの講座が開催さ
れました。講座ではハンバーグ作りに挑戦。
調理器具の扱いに苦戦しながらも、親子で協
力して調理をしていきました。ハンバーグが
出来上がると、参加者は「おいしい」と声を上
げて、うれしそうに食べていました。

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
10月5日（土）おかよし交流センター



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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問題 �今回は、今号の市制10周年カウントダウン
で紹介しているシティプロモーション動画
からの出題です。写真は、動画で使われた
セットですが、　　に描かれているイラスト
を答えてください。

【応募方法】①答え（例：ナシ）、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】11月12日（火）必着
【10月号の正解】AビタミンＡ、BビタミンＣ、CビタミンＣ
（応募40通、正解40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】広報の特集で取り上げてほしいテーマや
内容を教えてください。

古
こみなみ
南�朱

あか り
理ちゃん

おしゃべりが大好きな朱理
ちゃん。お誕生日おめでと
う。優しい子に育ってね。
〔三好町〕

2歳

熊
くまざき
﨑�実

みのり
ちゃん

2歳のお誕生日おめでとう。
心穏やかに、豊かな人生を
送れますように。〔明知町〕

2歳

溝
みぞぐち
口�暁

あき と
士くん

体も心もでっかく育って
ね！　パパもママも暁士が
大好きです！　〔莇生町〕

2歳

野
の だ
田�碧

あお い
生くん

食べることが大好きな碧生
くん。笑顔が素敵な子に
育ってね。〔三好丘〕

2歳

三
みうら
浦�夕

ゆ な
奈ちゃん

いつまでもニコニコ笑顔の
素敵な夕奈ちゃんでいてね。
〔西陣取山〕

2歳

水
みずの
野�りんちゃん

これからも可愛い笑顔たく
さん見せてね。大好きだ
よ！　〔根浦町〕

2歳

大
おおたに
谷�彩

あ こ
心ちゃん

我が家のキラキラ太陽、あ
こちゃん！　のびのび育っ
てね！　〔天王台〕

3歳

實
じっぽう
宝�彩

いち か
花ちゃん

歌とダンスが大好き、元気
ないっちゃん。健康で、優
しい子になってね。〔園原〕

3歳

対象 1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、11月25日（月）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。

メール

11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。

　セットは市役所1階にも展示しています。
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家庭教育だより №10
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

子どもとの会話がうまくいかない！　続かない！　そんなあなたに読んでほしい

家族のコミュニケーション

会話に花が咲く！　コミュニケーションのポイント

落ち着いた環境づくり 子どもの返事を待つ

具体的な話し方

お父さん、お母さん、こんな悩みや経験はありませんか？

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

厚生労働大臣賞（小学生の部）今回の三行詩

話ができるような環境を
つくりましょう。

いな…」という話題もあります。
　子どもと会話を続けるには、
まず「待つ」ことが重要。子ども
が会話に詰まってしまったら
「あとで聞かせてね」などと声を
掛けてあげましょう。
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図書館だより

市制10周年
カウントダウン

コンスタンス・アンダーソン／作　千
ち ば
葉茂

しげき
樹／訳

ほるぷ出版　請求番号E／アン

ロジャー・デュボアザン／作　石
いしづ
津ちひろ／訳

好学社　請求番号E／テユ

　一本の木の枝があったら…ワニは、木
の枝を使って鳥をつかまえる。チンパン
ジーは、スプーンにしてシロアリを食べ
る。ゴリラは杖に使うという。幼い子で
も動物の不思議さを科学的に理解できる
内容。大胆で鮮やかな絵も魅力的。

　北極にすむシロクマのスノーウィと緑の森に
すむヒグマのウッディ。見た目も住むところ
も生き方も違う2匹はやがて仲良しになってい
く。自分と違う相手を認め自分も受け入れても
らえる幸せが描かれている絵本。

「いっぽんのきのえだ」

「スノーウィとウッディ」

�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）、11月5日（火）・
28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

ホームページ

　赤ちゃん絵本を卒業し、物語へと世界を
広げられる3歳から5歳向けの絵本を紹介
します。
日時 �11月22日（金）10：00～11：30
場所 �中央図書館1階児童室「おはなしのへや」
定員 �20人程度　費用 �無料　
申込 �不要。会場へ直接

内容 �図書館支援団体おはなしプラテーロに
よる「あるだんなさんとおかみさんの
はなし」、「小泉小太郎」�他

日時 �12月5日（木）10：30～11：50
※5分前までに入室してください。
場所 �中央図書館1階児童室「おはなしのへや」
定員 �20人程度　費用 �無料　
申込 �不要。会場へ直接
※乳幼児は入場できません。

こどもの本の勉強室

大人のためのおはなし会

おすすめ図書
子ども読書活動推進員による

子ども読書活動推進員による

ストーリーテリングで聞く

　市の魅力や取り組みを伝えるため、平成29年
2月3日からプロモーション動画の公開を始めま
した。銀

ぎん

シャリ、宮
みやがわ

川大
だいすけ

助・花
は な こ

子、笑
わら

い飯
めし

の3組

　平成29年8月19日、三好大提灯
まつりで掲げられる3基の大提灯の
うち、1基が世界一の大提灯に認定
されました。挑戦した記録は、「最
大の吊り下げ提灯（Largest�hanging�
lantern）」で、高さ10.81メートル、
幅6.50メートルを記録し、見事世界
一の大提灯に認められました。

◀今年の三好大提灯まつりは8月17日・
18日に開催。提灯の前に並んで写真を撮
ると、こんなにも人が小さく写ります。

プロモーション動画「3分44秒劇場」 三好大提灯まつりの大提灯が世界一に

平成29年
を振り返る

4月 子育て総合支援センター、教育
センター「学びの森」開所

11月 文化協会設立50周年記念式典
12月 市長に小

お の だ
野田賢

けんじ
治氏が再選

国内ニュース
4月 フィギュアスケート女子の浅

あさだ
田真

ま お
央さ

んが引退を発表
12月 天皇陛下の退位日が平成31年4月30日

に決定

　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8回目は、平成29年の主な出来事を紹介します。

の漫才師が、面白おかしく
みよし市をPRしています。 「みよし」にちなみ、

3分44秒の動画に。
短時間で、笑いを
お届けします！

※12月のこどもの本の勉強室はお休みです。
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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
1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）

7日（土）
伝承木綿講座　機織り 13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人

しめ縄を作ろう 9：30～11：30
13：00～15：00

新年を飾る伝統的なしめ縄をわらから作る。午前・午後とも
に先着で10人（申し込みは11月17日（日）まで）

14日（土）
箸置きを作ろう 10：00～11：30 ペーパークラフトバンドを使って箸置きを作る。先着で5人

「パステル画」をはじめよう 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

21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演奏する。先着で10人（小学3年生
以上）

年末イベント「冬支度」 13：00～15：00 手ぬぐいをかぶってすす払いをする。手ぬぐいを持参

作 品 名	 Horse－戯－　				作                者              名										銅
ど う や

谷　祐
ゆ う こ

子 	                      
受 賞 1991年度審査員奨励賞
設置箇所 三好ケ丘駅前カリヨンハウス南　
製作意図 うま－幼いころから魅かれてきたもの。とにかくこの世で一番す
ばらしい。彼らのすばらしさはことばでは表せない。だから思わずつくりた
くなる。この強烈な魅力は一体、何なのか。なぜそんなにすごいかと彼らに
問い続ける。

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。

　これは百年前の階段です。
階段の形をしたたんすでもあ
り、階段の下の空間を上手に
使って、引き出しや戸棚が取
り付けられています。この中
には食事に使う道具を入れて
いました。

探してみよう！

12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。

▪1日、15日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪8日、22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

箱
はこかいだん

階段



※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。

12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

18 広報みよし　2019年 11月号

▲

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

12月7日（土）
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

令和2年2月14日（金）
受付 9：15～9：30 40人 令和2年2月7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
12月11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 12月4日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
12月12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 12月5日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
12月9日（月）
受付 9：30～9：50

平成30年11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 12月2日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
令和2年1月7日（火）
受付 9：30～9：50

平成29年11月・12
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 12月27日（金）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
令和2年1月28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

12月2日・9日・16日・23日の月曜日
受付 9：00～11：00

16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
12月17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
12月16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
12月2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

12月10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。

● 11月上旬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。

12月24日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

12月11日（水）
12月26日（木）

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

12月4日（水）
12月18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。

■12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。

1日（日）おかもとクリニック
豊田市伊保町下川原97-2 ☎0565-45-3020

8日（日）窪田整形外科リウマチクリニック
豊田市本町高根12 ☎0565-52-1631

15日（日）
上郷整形外科・リハビリテーショ
ン科
豊田市和会町稲葉28-2

☎0565-25-0377

22日（日）ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511

29日（日）むつおクリニック
豊田市浄水町伊保原173-1 ☎0565-43-3688

 30日
    （年末）

細野クリニック
豊田市曙町2-21　 ☎0565-28-3665

 31日
    （年末）

斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

●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

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

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
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
住民票、マイナンバーカード、
印鑑登録証明書に旧姓（旧氏）
を併記できます
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　住民基本台帳法施行令などの改正に
より、本人からの申請に基づき、住民
票、マイナンバーカード、印鑑登録証
明書に旧姓（旧氏）を併記できるように
なります。希望する人は、事前に旧姓
（旧氏）の登録が必要です。

期間 �11月5日（火）から
持物 �戸籍謄本など（併記したい旧姓（旧
氏）から現在の氏までが記載されて
いる戸籍謄本など全て）、マイナン
バーカード（または通知カード）、
本人確認書類、印鑑（旧姓（旧氏）
での印鑑登録を希望する人）

申込 �市役所1階市民課へ直接

税を考える週間
豊田税務署
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）
　毎年11月11日から17日ま
では「税を考える週間」です。
今年のテーマは「くらしを支
える税」です。国税庁ホームページ内
に特設ページを設け、各種取り組みを
紹介します。また、YouTubeや国税
庁ホームページのインターネット番組
「Web-TAX-TV」や新着情報などの各種
情報を発信します。
　市内の小学生から応募いただいた、
税を考える週間に関する習字やポスタ
ーなどの作品展示も行います。
期間 �11月2日（土）～28日（木）
場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

無料税務相談会
東海税理士会豊田支部
☎0565-33-2100
　秘密は厳守しますので、お気軽にご
相談ください。
日時 �11月16日（土）・17日（日）10：00
～15：30

場所 �イオン三好店2階パブリックスペ
ース

申込 �不要。会場へ直接

個人事業税第二期分の納税
豊田加茂県税事務所  ☎0565-32-7482
　個人事業税の第二期分の納期限は12
月2日（月）です。第二期分の納付書は、
8月に送付した納税通知書に同封して
いますのでご確認ください。

豊田税務署からのお知らせ
☎0565-35-7777（音声案内番号：2）

【消費税軽減税率制度等説明会】
　軽減税率制度の概要などを説明しま
す。
日時 �11月19日（火）10：00～11：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �法人および個人事業者

【年末調整等説明会】
　年末調整などの具体的な事務手続

き、諸控除額の確認、法定調書の書き
方などを説明します。
日時 �11月19日（火）14：00～16：00
場所 �市役所3階研修室
対象 �法人および個人事業者
持物 �年末調整関係書類

【青色申告決算等説明会】
　決算書の作成を行う上での注意点な
どを説明します。
日時 �11月21日（木）10：00～12：00
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）

対象 �個人の青色申告者

愛知県最低賃金改定
豊田労働基準監督署
☎0565-35-2323　N0565-35-2341
　愛知県最低賃金が、10月1日から時
間額926円に改定されました。（現行
は898円）
　愛知県内の事業所で働く全ての労働
者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト
など）に適用されます。使用者は、適
用される最低賃金以上の賃金を労働者
に支払わなければなりません。
※賃金が時間給以外で定められている
場合（月給・日給など）、賃金を1時間
当たりの金額に換算して時間額926
円と比較します。

警察官をかたる特殊詐欺被害の発生
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　8月8日、みよし市内の住宅に「豊田警察署生活安全課」を名乗
る人物から、「あなたのキャッシュカードが不正利用されている」

などという詐欺と思われる電話が多数確認され、被害に遭われた人もいま
す。被害に遭わないために、以下の対策を心掛けてください。

【対策】
●常に留守番電話に設定して、犯人と会話しない
●他人にキャッシュカードを渡さない。暗証番号を教えない
●一人で判断せず、必ず家族や警察に相談する

ホームページ
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場所 �①愛知県都市整備局都市計画課、
または市役所4階都市計画課、②・
③市役所4階都市計画課

※①は愛知県都市整備局都市計画課、
②・③は市都市計画課のホームページ
でも閲覧できます。
他 �変更（案）に意見がある人
は期間中に任意の様式で
①愛知県都市整備局都市
計画課宛て（〒460-8501）、②・③
市都市計画課へ郵送、または直接

秋の火災予防運動
防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　11月9日から15日まで、秋の火災
予防運動が実施されます。統一標語
は、「ひとつずつ　いいね！で確認　
火の用心」です。火災の原因のほとん
どは不注意によるものです。大切な命
や財産を守るため、火の元には十分注
意しましょう。現在、全ての一般住宅
に住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れているので、設置をお願いします。
また、消防署員をかたるなどの悪質訪
問販売などには十分ご注意ください。
なお、期間中、防火啓発放送や消防団
による市内巡回を行う予定です。

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　期間中、無事故・無違反を達成する
と抽選で商品券がもらえます。
期間 �令和2年1月1日（祝）～4月9日（木）
までの100日間

対象 �市内在住・在勤・在学で次のいずれ
かを満たす人

①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム、③一般の部…2～5

人チーム、④個人の部…1人参加で年
齢を問わない
※①・②は免許の有無を問わないが代
表者は免許を持ち日常車両を運転して
いること。③・④は各自免許を持ち日
常車両を運転していること。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �12月27日（金）までに防
災安全課で配布する申
込書に必要事項を記入し、防災安
全課へ直接、または、愛知県交通
安全協会豊田支部ホームページで

他 �①・②・③特賞10万円（3チーム）、
1等5万円（6チーム）、2等3万円（23
チーム）、④金賞3万円（1人）、銀
賞1万円（18人）

「女性の人権ホットライン」
強化週間
名古屋法務局人権擁護部 

☎052-952-8111（内線1450）
　DV、セクハラ、ストーカー行為と
いった女性に関する人権問題の解決を
図るため、法務局職員および人権擁護
委員が相談に応じます。
日時 �11月18日（月）～24日（日）8：30～
19：00（23日（土）・24日（日）は10：
00～17：00まで）

窓口 ��女性の人権ホットライン（☎0570-
070-810）、LINE人権相談＠名古
屋法務局公式アカウント（＠snsjin

　　kensoudan）

調停手続相談会
名古屋家庭裁判所岡崎支部 
☎0564-51-8972
　民事の問題（土地建物、金銭、損害
賠償など）、および家事の問題（夫婦、
男女、相続など）について、民事およ
び家事調停委員が相談に応じます。
日時 �11月19日（火）10：00～15：00
場所 �イオンモール岡崎3階イオンホー
ル（岡崎市戸

とさき
崎町字外

そとやま
山38-5）

費用 �無料　申込 �当日、先着で受け付け

みよし未来塾の参加者と
学習支援者の募集
教育行政課
☎32-8028　N34-4379

【参加者】
内容 �持参したテキストなどの自主学習
※必要に応じて学習支援員からアドバ
イスを受けることができます。
日時 �12月24日（火）～27日（金）13：30～
16：00

場所 �①市民活動センター1階多目的室
②カリヨンハウス1階多目的室

対象 �市内在住・在学で基礎学習の見直
しをしたい中学生・高校生

定員 �①・②ともに各50人
※申し込み多数の場合は参加日を制限
することがあります。申込者には、後
日案内を送付します。
費用 �無料
申込 �保護者同意のもと、11月29日（金）
までに、申込書（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、教育
行政課へ郵送、または直接

【学習支援員】
内容 �中学生・高校生へのアドバイス、
学習方法全般の支援

日時�12月24日（火）～27日（金）13：15
～16：15

定員 �①・②ともに各4人
賃金 �時給1,156円（交通費は片道2km
以上の場合別途支給）

申込 �11月29日（金）までに、申込書（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、教育行政課へ直接

豊田都市計画の
変更（案）の縦覧
都市計画課
☎32-8021　N34-4429
内容 �①区域区分（県決定）、②用途地
域（市決定）、③福田池下地区計画
（市決定）

期間 �11月8日（金）～22日（金）

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
裁判員候補者名簿記載通知
名古屋地方裁判所岡崎支部裁判員係
☎0564-51-8428
　令和2年の裁判員候補者名簿に登録
された人に、11月中旬に名簿記載通
知を送付します。この通知は、令和2
年2月頃からの約1年間裁判所にお越
しいただき、裁判員に選ばれる可能性
を事前にお伝えするものです。裁判員
制度は皆さんのご協力なしには成り立
たない制度ですので、ご理解とご協力
をお願いします。

労働保険適用強化期間
豊田公共職業安定所
☎0565-31-1400
　厚生労働省では、11月を「労働保険
適用促進強化期間」と定めています。雇
用形態にかかわらず、一人でも労働者
を雇った場合、事業主（農林水産の一部
を除く）は労働保険に加入する義務があ
ります。

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

【譲ります】 
PCデスク、学習机、タンス、リビン
グボード、飾棚、クリスマスローズ

【譲ってください】�
麻雀のゴムマット、北中学校制服など
用具一式、北中学校の男子制服・体操
服、グラウンドゴルフのクラブ、草刈
り機、耕運機、チェーンソー

【交渉の流れ】
　希望者は、11月5日（火）8：30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

催し・講座
第7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 �11月16日（土）9：00～
場所 �イオン三好店駐車場

小中学生夢の作品展
学校教育課　☎32-8026　N34-4379
　「創り出そう　未来へひろがる　みん
なの夢」をテーマに、市内小中学校の児
童生徒全員が作り上げた夢と創造性に
あふれる作品の数々をご覧ください。
日時 �11月16日（土）・17日（日）9：00
～17：00

場所 �サンアート

第21回市民合唱交流会
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114

　市内で活動している合唱団の美しい
歌声をお聞きください。
日時 �11月24日（日）12：20～15：00
場所 �サンアート大ホール
出演 �みよし東郷混声合唱団、ヴォーチ
ェ、黒笹小学校合唱部、音

おとゆう

遊合唱
団、コール三好丘、北部小学校合
唱部、三好女声コーラス、緑フラ
ウエン・コール、天王小学校合唱
部、みんなで歌おうド・レ・ミ、み
よし少年少女合唱団、コール・こ
すもす、メサイア合唱団（出演順）

費用 �無料

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

【就職支援セミナー】
内容 �企業が求める人材能力～チームワ
ークとコミュニケーション力～

日時 �11月28日（木）13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �日本心理学会認定心理士の道

み ち だ

田智
とも

子
こ

さん
対象 �転職者や就職活動中の人
定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～25日（月）にジョブ
サポートみよしへ電話、または直
接

【若者向け就労支援セミナー】
内容 �扶養や税金、納税、医療費控除な
どを学ぶ

日時 �12月16日（月）13：30～15：30
場所 �ジョブサポートみよし
講師 �経営コンサルタントの渡

わたなべ

邉拓
たくひさ

久さ
ん

対象 �40歳未満の就職活動中の人
定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～12月10日（火）にジ
ョブサポートみよしへ電話、また
は直接

【就労支援セミナー】
内容 �ニートやひきこもり状態の人に対
する家族の接し方、脱する方法に
ついての講演、自立に向けた社会
常識やマナーを学ぶ

日時 �令和2年1月15日（水）13：30～15：
30

場所 �ジョブサポートみよし
講師 �知立若者サポートステーション総
括コーディネーターの仲

な か た

田尚
なおひろ

弘さ
ん�他

対象 �ひきこもりやニート状態の若者と
その保護者・家族

定員先着で20人　費用 �無料
申込 �11月1日（金）～令和2年1月10日
（金）にジョブサポートみよしへ電
話、または直接
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場所 �福谷城跡、市場古墳、黒笹27号
窯跡、石川家住宅、医王寺

対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �50円
申込 �11月1日（金）～17日（日）に住所、
氏名、年齢、電話番号を明らかに
して、歴史民俗資料館へ電話、フ
ァクス、メール、または直接

秋季特別展関連イベント
「ギャラリートーク＆
石器の石材を割ってみよう！」
歴史民俗資料館
☎34-5000  N34-5150

　石を使って必要な道具を作っていた
時代の人々の気分になって、石を割っ
てみませんか。また、特別展示や愛知
学院大学考古学研究会との協力展示
「あいちの石槍」の解説もあります。

日時 �11月30日（土）14：00～
場所 �歴史民俗資料館2階特別展示室
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

バレトン教室（後期）
なかよしクラブ　三好中学校内
☎・N34-1771
　バレエとフィットネスを組み合わせ
た運動をしてみませんか。無料体験が
1回できます。
日時 �11月15日・29日、12月6日・20日、
令和2年1月10日・17日・24日、2月
7日・14日・21日の金曜日19：30～
20：30

場所 �三好下公民館　
対象 �どなたでも可　定員 �若干名
費用 �半期4,000円または1回500円（な
かよしクラブ年会費とスポーツ保
険料が別途必要）

申込 �平日（月曜日を除く）13：00～17：

生涯学習新春講座
生涯学習推進課　サンライブ内
☎34-3111　N34-3114
　みよし悠学カレッジ講座では、さま
ざまな内容の講座を「春夏」「秋冬」「新
春」の年3期に分けて開催しています。
今回は1月から開講する「新春講座」の
受講生を募集します。講座の内容につ
いては、11月1日（金）からサンライ
ブ、サンネット他市内の各施設で閲覧
できる「新春講座案内」、ホームペー
ジ、広報みよし11月号折り込みなど
で紹介しています。
申込 �11月24日（日）（必着）まで

消費生活講演会
「チョコレートの世界へようこそ」
産業課　☎32-8015  N34-4189
　チョコレートの生産、歴史、カカオ
農家への支援など、知られざるチョコ
レートの世界について、一緒に学びま
せんか。
日時 �11月27日（水）13：30～14：30
場所 �市役所3階研修室4・5
講師 �株式会社明治中部支社コミュニケ
ーション課の田

たなか
中実
みのる
さん

対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で50人　費用 �無料
申込 �11月20日（水）までに産業課へ電
話、または直接

文化財めぐり
歴史民俗資料館
☎34-5000　N34-5150
{shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　みよしの史跡、文化財を巡るバスツ
アーを開催します。ご参加をお待ちし
ています。
日時 �11月23日（祝）9：00～12：00

00、土・日曜日9：00～12：00、
13：00～17：00になかよしクラ
ブへ電話

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 �①11月21日（木）・②22日（金）19：
00～20：30

場所 �サンアート1階ロビー
出演 �①渡

わたなべ

邊喜
よしひさ

久さん（声楽）、堀
ほり

夏
な つ き

紀さ
ん（ピアノソロ）、オルゴール（ハー
モニカ四重奏）、②花すみれ（琴と
ピアノのアンサンブル）、M

マ ン マ

amma�
V
ヴォーチェ

oce（ヴォーカルアンサンブル）、
杜
も り ね

音（オカリナとクラシックギタ
ー）

費用 �無料
【春

しゅんぷうてい

風亭昇
しょうた

太独演会】
日時 �令和2年2月9日（日）13：30～（14：
00～開演）

場所 �サンアート大ホール
費用 �全席指定4,000円
申込 �先行販売は11月23日（土）10：00
～サンアートで先着順に受け付け
（1人10枚まで）、一般販売は11
月24日（日）10：00～電話、プレ
イガイドで

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

申込 �11月1日（金）～22日（金）に申込
書（子育て支援課で配布）に必要事
項を記入し、子育て支援課へ直接

※各講習とも定員を超える場合は抽選
を行い、12月20日（金）ごろに申込者
全員に通知します。

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
あいち技能五輪・
アビリンピック2019
愛知県労働局産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
☎052-954-6884　N052-954-6978
　青年技能者や障がい者が各種目で技
能レベル日本一を競う大会です。
内容 �①第57回技能五輪全国大会、②第
39回全国アビリンピック

日時 �①11月15日（金）～18日（月）、②
11月15日（金）～17日（日）

場所 �A
ア イ チ
ichi�S

スカイ
ky�E

エキスポ
xpo（常滑市セントレ

ア5）�他

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229　N38-6222
内容 �袖付きマフラー作り
日時 �11月14日（木）10：00～15：00
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 �1,000円
申込 �11月3日（日）までに尾三衛生組
合エコサイクルプラザへ電話

親子で学ぶ！
防火・防災体験ツアー
尾三消防本部豊明消防署予防課
☎0562-92-0119

　天ぷら油火災や電気火災の実験、
煙の中での避難体験を通して、親子で
火災予防を学びます。はしご車の体
験、子ども消防服の試着、スタンプラ
リーなども行います。
日時 �11月30日（土）、令和2年3月7日
（土）10：00～12：00

場所 �尾三消防本部豊明消防署（豊明市
沓
くつかけ

掛町宿
しゅく

234）
対象 �みよし市・豊明市・日進市・長久手
市・東郷町に在住・在勤の親子

定員 �各回先着で15組　費用 �無料
申込 �11月5日（火）以降に尾三消防本
部豊明消防署予防課へ電話

ウィンターフェスティバル
デンパーク　☎0566-92-7111

　「北欧のクリスマス」をテーマに50
万球以上のイルミネーションが点灯し
ます。花火ショーをはじめ、花木園プ
ラザに新たなイルミネーションを設置
します。魅惑の光世界をお楽しみくだ
さい。
日時 �11月23日（祝）～令和2年1月27日
（月）9：30～21：00

※11月25日（月）～12月20日（金）、令
和2年1月6日（月）～27日（月）の平日の
開園時間は、9：30～19：00です。
※休園日は、毎週火曜日（12月24日は
除く）、12月30日（月）～令和2年1月1
日（祝）です。
場所 �デンパーク（安城市赤

あかまつ

松町梶
かじ

1）

第73回全国お茶まつり愛知大会
西尾市農林水産課　☎0563-65-2135

　茶の生産技術の向上と消費拡大のた
めに、毎年全国で開催されている「全
国お茶まつり」を西尾市で開催します。
内容 �お茶会、西尾市の農林水産振興展、

抹茶スイーツフェスなど。大会ア
ンバサダーのBOYS�AND�MEN
小
こばやし
林豊
ゆたか
さんのトークショー、BOYS�

AND�MEN研究生の小
おのの こ ま ち
野小町のラ

イブ
日時 �11月16日（土）10：00～20：00、
17日（日）10：00～16：00

場所 �西尾市文化会館から西尾市歴史公
園周辺

女流日本画家たちとその周辺
～美の系譜～
トヨタ鞍ケ池記念館　☎0565-88-8811
日時 �令和2年1月26日（日）までの9：30
～17：00（休館日は毎週月曜日。
ただし、月曜日が祝日の場合は開
館、翌火曜日が閉館）

場所 �鞍ケ池アートサロン（豊田市池
いけ だ
田

町南
みなみ
250）

特別企画展
「愛知やきものセレクション　
-県指定文化財の陶磁器-」
愛知県陶磁美術館
☎84-7474　N84-4932
　地域の風土と長い歴史に育まれた県
指定の陶磁文化財を一堂に集め、愛知
県における陶磁文化を紹介します。
日時 �11月2日（土）～12月22日（日）（休
館日は毎週月曜日（11月4日（月）
を除く）、11月5日（火））

場所 �愛知県陶磁美術館（瀬戸市南
みなみやまぐち
山口

町234）

公開講座「つくろう！
君だけのちっちゃな
コンピュータ！」
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828　N0565-36-5930
日時 �12月26日（木）13：00～16：00
場所 �豊田工業高等専門学校（豊田市
栄
えいせい
生町2-1）

対象 �小学4年生～中学生
定員 �抽選で20人　費用 �無料
申込 �11月30日（土）まで（詳細はホー
ムページを参照）

ホームページ

ホームページ
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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ふらっと能楽堂第2回「声の道
場」、②女声合唱団「カントゥス」

日時 �①11月24日（日）14：00～、②11
月29日（金）18：45～

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観世流シテ方能楽師の山
やまむら
村庸

ようこ
子

さん、②女声合唱団「カントゥス」
費用 �①500円、②1階席4,000円（学生
2,000円）、バルコニー席3,000
円（学生1,500円）

申込 �ホームページから予約

健康・福祉
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

　今回は、なかよし地区に多く存在す
るお寺を巡る約5.1kmのコースです。
お気軽にご参加ください。
※寺や神社の説明や参拝は行いません。
日時 �12月6日（金）9：30～11：30（8：
00の時点で雨天の場合は中止）

場所 �満福寺（三好町蜂ケ池5）に集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

市民病院健康教室
市民病院  ☎33-3300  N33-3308
内容 �市民病院の薬剤師・理学療法士
による骨粗しょう症の予防と運動

ホームページ

日時 �11月27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  N34-0786

内容 �K
け い こ
eiko&K

こ う じ
oujiのライブを楽しみな

がら介護予防
日時 �11月28日（木）13：00～15：00
場所 �翔寿会内談話室「キャロット」（福
谷町寺田5）

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
内容 �家族の会の尾

お の う ち
之内直

なおみ
美さんによる

認知症介護の知恵袋
日時 �11月29日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階201会議室
対象 �認知症の家族（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

盲導犬体験教室
ボランティアセンター　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
　盲導犬の働きや訓練の実演などの見
学を通し、視覚障がいについての理解
を深め、盲導犬をより身近に感じるこ
とを目的とした講座を中部盲導犬協会
（名古屋市港

みなと
区寛

かんせい
政町3-41-1）で開催

します。

日時 �12月26日（木）12：00～16：00
場所 �福祉センターへ集合
対象 �市内在住　定員 �先着で20人
費用 �150円
申込 �11月5日（火）～12月12日（木）に
ボランティアセンターへ電話、ま
たは直接

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、脳トレやコグニ
サイズなどの健康講座

日時 �11月8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

第23回あゆみ祭
社会福祉法人あゆみ会
☎32-2501  N32-2610
　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 ��フリーマーケット、屋台、喫茶、
抹茶、フォトカレンダー�他

日時 �11月9日（土）10：30～13：30
場所 �社会福祉法人あゆみ会しおみの
丘（打越町新池浦83-7）

他 �フリーマーケットに出品する手
作り品やご家庭で不用となった品
を募集中。収益は、あゆみ会の福
祉事業に活用

第3回勉強会「学校や職場でう
まくいかなかったときのフォ
ロー」
手をつなぐ親の会　福祉センター内
☎34-1588  N34-5860
{miyoshiwiz@yahoo.co.jp
内容 �支援紹介、質疑応答、座談会
日時 �11月15日（金）10：00～12：00
場所 �福祉センター3階大ホール
対象 �学齢期の子の保護者　費用 �無料
申込 �11月8日（金）までに子どもの氏

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
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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

   11 金
水11

2019

　　有料広告

健康・福祉
網膜色素変性症講演会・
療養相談会
豊田加茂医師会
☎0565-31-7711  N0565-31-4318
{tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp
　専門医による講演会・相談会を行い
ます。
日時 �12月14日（土）16：00～17：30
場所 �豊田加茂医師会館（豊田市西

にしやま
山町

3-30-1）
対象 �疾患患者と家族、医療福祉関係者
定員 �先着で30人
申込�11月7日（木）9：00以降に講座名、
郵便番号、住所、氏名、参加人数、
電話番号を明らかにして、豊田加
茂医師会へ電話、ファクス、また
はメール

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 �刈谷豊田総合病院脳神経内科の
丹
に わ
羽央

ひさよし
佳さんの講演「ALSの治療

と療養生活の工夫」、交流会
日時�11月22日（金）14：00～16：00
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の神経系難病
患者と家族および神経難病患者支
援に関わる医療介護関係者

申込�11月14日（木）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

障がい者職業訓練生の募集
ハローワーク豊田　☎0565-31-1400
　愛知障害者職業能力開発校では、令
和2年4月入校の訓練生を募集してい
ます。詳しくは、ハローワーク豊田へ
お問い合わせください。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、
③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

選考 �①・②・③・⑤12月6日（金）、④12
月1日（日）

申込�11月20日（水）までにハローワー
ク豊田へ直接

子育て
エアロ&ストレッチ
子育て総合支援センター
☎34-0500  N34-0501
日時 �11月23日（祝）10：00～11：00
場所 �サンライブ軽運動室　対象 �母親
定員 �抽選で25人　費用 �1人15円
託児 �あり
申込 �11月8日（金）～15日（金）9：00～
16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

親子ヨガ
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内  ☎34-1867  N34-6791
日時 �12月12日（木）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室

対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �11月28日（木）～12月5日（木）9：
00～17：00にみなよし地区子育
て支援センターへ電話、または直
接

家庭の日　家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」、
「父母や子どもへの感謝」などをテ
ーマに30字程度にまとめたもの
（作品は個人によるもので、自作
かつ未発表のものに限る。短歌・
川柳・会話・手紙文など形式は自
由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �11月1日（金）～29日（金）に応募作
品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号（市内在勤・在学の人は、
勤務先または学校名）を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、はがき、
ファクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は、「青少年
健全育成啓発事業」に使用し、その場
合は氏名・年代を掲載しますのであら
かじめご了承ください。公表を希望し
ない場合は、匿名希望と付記してくだ
さい。
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ファミリー・サポート・センター
ステップアップ講習会
ファミリー・サポート・センター
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228
内容 �おいしく食べてきれいになれる野
菜講座

日時 �11月30日（土）10：00～11：30
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・在勤で20歳
以上

定員 �50人　費用 �無料　託児 ��15人程度
申込 �11月1日（金）～16日（土）にファ
ミリー・サポート・センターへ電
話、または直接

スポーツ
第30回みよし市スポーツ協会
総合体育大会
スポーツ協会　総合体育館内
☎32-8027　N34-6030

　スポーツ協会加盟16団体が、それ
ぞれの競技の大会を開催します。
日時 �①11月3日（日）、 ②9日（土）、 ③
10日（日）、④17日（日）、⑤24日
（日）

　　有料広告

内容 �①バレーボール（男子）、②硬式テ
ニス、陸上、ゲートボール、③少
林寺拳法、ソフトテニス、ソフト
ボール、弓道、卓球、柔道、軟式
野球、空手道、④インディアカ、
⑤バドミントン、バレーボール
（女子）

※グラウンド・ゴルフと剣道は開催済
みです。

令和元年度打納め
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 �12月13日（金）8：30～12：00（受
け付けは8：00から。予備日は12
月20日（金））

場所 �三好公園陸上競技場
対象 �市内在住
費用 �300円（要振込、事務局から連絡。
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 �11月11日（月）までに行政区、氏
名、年齢、電話番号、打納め大会
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）

第10回新人戦バドミントン大会
バドミントン連盟　鈴

す ず き

木進
すすむ

さん
☎36-1650　
日時 �12月21日（土）
9：00～

場所 �総合体育館アリ
ーナ

対象 �市内在住・在勤・
在学

定員 �120人
費用 �登録者1,000円、未登録者1,500
円、高校生以下700円

申込 �12月6日（金）までに申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入
し、総合体育館へファクス（N34-
6030）、または直接

朝活ランニング教室
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
　お気軽にご参加ください。
日時 �11月17日・24日、12月1日・8日
の日曜日7：00～8：00

場所 �南部地区コミュニティ広場
対象 �小・中学生　定員 �先着で各日20人
費用 �1回300円、非会員400円（当日
集金）

申込 �11月15日（金）までの火・木・金曜日
9：00～15：00、水・土曜日9：00～
12：00に、氏名、学校名、学年、
電話番号を明らかにして、三好さ
んさんスポーツクラブへメール、
電話、または直接
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採　用
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
みなよし地区地域包括支援
センター　みよし市民病院内
☎33-3502  N33-3501
勤務 �週34時間55分、1日最大7時間45
分

期間 12月1日～令和2年3月31日
賃金 �基本月額230,503円（通勤費別途
支給）

対象 �次の全てに該当する人
①介護支援専門員の資格を有する、②
普通自動車運転免許を有し、近隣市町
村まで運転できる、③パソコン操作が

できる
人数若干名　選考書類審査および面接
申込 �11月1日（金）～18日（月）に、申込
書（みなよし地区地域包括支援セ
ンターで配布、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、みなよし地区地域包
括支援センターへ直接

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 �12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-

7618-1659）

糖尿病予防セミナー
　国際中医薬膳師の西

にしやま
山杏

あ み
実さんによ

る東洋医学からみた糖尿病の予防につ
いて学びます。
日時 �12月3日（火）14：00～15：30
場所 �保田ケ池センター2階大会議室
費用 �無料　申込不要。会場へ直接
問合 �三好愛知ライオンズクラブの松

まつの
野成
しげ

章
あき
さんへ電話（☎090-1725-4497）

ローゼルケナフ収穫体験会
内容 �ローゼルケナフ（食用ハイビスカ
ス）を収穫し、ジャムやハーブテ
ィーなどを作る

日時 �11月10日（日）・11日（月）13：30
～16：00

場所 �莇生町地内の果樹畑
定員 �先着で20人　費用 �無料
申込 �ケナフ学習フレンドの小

こやま
山忠
ただふみ
文さ

んへ電話（☎090-9193-9388）

みよし市民として改憲をどう
考えるか
内容 �名古屋大学法科大学院長の愛

あいきょう
敬

浩
こう じ
二さんによる憲法とくらしの関
係に関する講演　

日時 �11月17日（日）13：30～15：30
場所 �サンライブ3階研修室
対象 �どなたでも可　定員 �40人
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接
問合 �みよし9条の会加

かとう
藤憲
さとる
さんへ電話

（☎080-6903-5361）

　　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 11月3日（日）午後8時00分～（ひまわり12）

再放送　 月曜・火曜・木曜・金曜 午前11時００分～/日曜 午後８時００分～

全校生徒がクラスごとに発表を行い、それぞれ課題曲と自由曲を

披露しました。番組では自由曲を中心にお送りします。

 ん んタイム『みよし市立南中学校 合唱コンクール』
『GRAMPUS BEAT』

 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

 まわりくん

 180mm H48mm

地元プロサッカークラブ

「名古屋グランパス」の

J1リーグホームゲームを

実況中継！

 ッカー実況中継番組

みよし市職員採用試験（二次募集）
人事課  ☎32-8351  N32-2165

試験 �第1次試験…12月1日（日）個人面接、適性検査、作文試験、第2次試験
…12月19日（木）保育職：実技試験・個人面接、12月20日（金）事務職（障
がい者）：個人面接

※試験の日程は、天候などの理由により変更する場合があります。
※受験にあたり、配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
採用 �令和2年4月1日
申込 �申込書（人事課で配布、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、11月15日（金）まで（必着）に郵送、
または直接

職種区分 採用人数 受験資格

事務職
（障がい者） 若干名

・平成元年4月2日以降に生まれた人
・�大学、短期大学などを卒業、または令和元年度に
卒業見込みで、障がい者手帳（身体障がい者手帳、
療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳）の交付を受
けている人

保育士 若干名
・平成元年4月2日以降に生まれた人
・�保育士の資格を取得、または令和元年度に取得見
込みの人

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20回にっしん市民まつり

第37回東郷町文化産業まつり

とよあけ男女共同参画フェスタ2019

2019ながくて市民まつり

市民協働課　☎0561-73-3194

産業振興課　☎0561-56-0741

市民協働課協働推進係　☎0562-92-8306

ながくて市民まつり実行委員会事務局　たつせがある課内　☎0561-56-0641

　楽しい企画が盛りだくさんのお祭りです。
内容 �①産業まつり、②にっしん文化祭、

③健康・福祉フェスティバル、④レ
クリエーションスポーツまつり、⑤
図書館まつり

日時 �11月17日（日）9：00～15：00

　男女共同参画標語表彰式および、映画
「ドリーム」上映会を開催します。
日時 �12月21日（土）13：00～16：00

（12：30開場）
場所 �豊明市文化会館小ホール（豊明市西

にし

川
かわ

町広
ひろはら

原28-1）(c) 2016 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights reserved.

※②は11月16日（土）・17日（日）、⑤は11
月9日（土）～17日（日）（11日（月）は作品展
示のみ）。
場所 �①日進市役所周辺 他、②日進市民

会館、③・④日進市スポーツセン
ター、⑤日進市立図書館

定員 �先着で300人（要整理券）　費用 �無料
※整理券は11月5日（火）から市民協働課、
豊明市市民交流センター（豊明市商工会
館2階、豊明市三

み さ き
崎町中

なかのつぼ
ノ坪5-1）で配布。

託児 �先着で15人（生後6カ月以上の未就
学児。予約は12月6日（金）まで）

　地域の農業者、商工業者、文化関係団
体および福祉関係団体による商品の販売
や展示、一般公募によるステージ発表な
どを通じて、東郷町の文化と産業に触れ
てみませんか。
内容  ①芸能大会、作品展示、②ステージ

　メイン会場となる市役所では、40を
超えるブース出店やステージイベントな
どが催されます。リサイクルマーケット
や健康展、農業展なども同時開催。食欲
の秋・芸術の秋に、美味しいもの、楽し
いことをご堪能ください。

日時 �11月10日（日）9：30～15：00
場所 �長久手市役所（長久手市岩

や ざ こ
作城

しろ
の内

うち

60-1） 他

発表、作品展示、各種出店、農産物
直売、フリーマーケット 他

日時  ①11月9日（土）10：00～16：00、
②11月10日（日）9：00～15：00　

場所 �イーストプラザいこまい館、東郷町
民会館、東郷町総合体育館 他



12月の相談
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◦�いずれの相談も28日（土）から31日（火）まで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（火）13：00～16：00

市役所2階相談室

不要
特設人権相談 5日（木）・6日（金）9：00～12：00 不要
法律相談 13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 17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
11日・25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 5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 11日・25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（木）・20日（金）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
10日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
24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 10日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 11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 17日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 2日（月）・16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（24日・31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（24日・31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：2,147人　市人口に占める割合：3.5%（令和元年10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10ページ参照）

みよし安
あんぜんあんしん

全安心大
だいさくせん

作戦2019

Programa segurança e 
tranquilidade de Miyoshi 
2019
Setor de segurança e prevensão
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
Realizaremos o Programa segurança 
e tranquilidade de Miyoshi 2019 para 
atividades de conscientização e fins do 
aprendizado de prevenção e combate 
de incêndio, segurnaça no trânsito e 
prevenção de crimes. 
▶Data＝17 de novembro (dom) 11：00
～15：30
※Exposição de carros 10：00～13：30
▶Local＝AEON de Miyoshi 
(estacionamento e espaço central do 1F 
interno)
※Em caso de garoa, ou má condição 
climática haverá apenas os eventos 
internos.
▶Conteúdo＝
・Apresentação teatral da polícia de 
Aichi (Nozomi) sobre prevenção de 
crimes
・foto comemorativa com o Kumamon
・Exposição dos carros da polícia, 
bombeiro e exercito
・Foto memorial vestindo o uniforme da 
polícia, bombeiro e exercito
・Espaço colaborativo das cidades de 

Miyoshi e Mashiki (kumamoto-ken)
・Broche e espaço para colorir o 
mascote Miyoshishi-chan de Miyoshi
・Espaço para brincadeira de boliche

Miyoshi safety and peaceful 
operation 2019
Disaster prevention safety section
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
We will hold the Miyoshi Safety 
Campaign 2019 to learn about 
firefighting, disaster prevention, traffic 
and crime prevention happily, and to 
spread awareness about safety and 
security. 
▶Data＝November 17 (Sun)11：00～
15：30　
※Vehicle display time10：00～13：30
▶Location＝AEON Miyoshi store 
(parking lot, 1st floor Central Court 
etc.)
※Held even in light rain. If it is difficult 
to make a decision outside, it will only 
be done indoors.
▶Content＝
・ A crime prevention theater by Aichi 
Prefectural Police "Nozomi"
・ Kumamon Memorial Photo Session
・ Exhibition of police, firefighter and 
SDF vehicles
・ Commemorative photo with police, 
firefighter, and self-defense uniforms
・ Miyoshi City x Mashiki Town 

(Kumamoto Prefecture) Collaboration 
Booth
・ Miyoshi City Safety and Security 
Character “Miyoshishi-chan” Can 
Badge Coloring Booth
・ Hose bowling game booth

（日本語の記事は9ページ参照）

サンネット臨
りんじ

時休
きゅうかん

館のお知らせ

Fechamento temporário do 
Sunnet 
Centro de serviços e comunicação 
comunitária Sunnet
☎0561-33-4150  N0561-33-4151
Devido à manuntenção do sistema 
para registros de residência e 
koseki, o Sunnet estará fechado 
temporáriamente.
▶Dias fechados＝30 de novembro 
(sáb)1 de dezembro (dom)

Sunnet temporary closure
Citizen Information Service Center 
Sunnet
☎0561-33-4150  N0561-33-4151
Sunnet will be temporarily closed to 
update the resident record and family 
register integration system.
▶Temporary closing day＝ 
November(Sat) 30 December 1 (Sun)

　今号の17ページで掲載している街角アート。今回の作品は晴れた日の
午後に撮影しました。日光の当たり具合やカメラアングルにより彫刻の見
え方が変化して、「馬が跳んでいるようだ」と感じながら撮影しました。彫
刻は市内の公共施設や公園、小中学校など、さまざまな場所に設置して
います。そして、程よく周りの風景になじんでおり、みよしは身近な所で
アートに触れられるまちだと改めて感じます。皆さんも公共施設などにお
出掛けのときは、足を止め彫刻を鑑賞してみてはいかがでしょうか。（正） ▲別のアングルから



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�11月5日（火）、12月2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

柏
かしわばら

原 竜
りゅうじ

二さん 森
もりわき

脇 健
けんじ

児さん

豪華ゲストランナーが来場！

最上位者をマラソン・駅伝大会へ派遣！

11月24日（日）
詳細は、エントリーサイトをご確認く
ださい。なお、申し込み状況により、
募集を締め切る場合があります。 エントリー

サイト

三好公園陸上競技
場・三好池周辺道
路・市内一般道路

会
場

競
技
区
分

ジョギング…1.6km、マラソン…小学生男
女（1.6km）、中学生・一般男女（5.7km）、一
般フリー（10km）、駅伝…地区対抗一般・
中学、一般フリー、高校生（17.8km）

　市内在住の参加者を対象に、木曽町駅伝大会（長野県）へ2チーム、
士別市ハーフマラソン大会（北海道）へ2人を派遣します。詳しくは募
集要項をご確認ください。

新春のみよしを駆け抜けろ！

柏
かしわばら

原 竜
りゅうじ

二さん
富士通（株）所属 松竹芸能（株）所属

森
もりわき

脇 健
けんじ

児さん

駅伝コースに登場！マラソン10部に出場！

2020.1.26 SUN 8：40 START！
令和2年新春みよし市マラソン駅伝大会

スポーツ課
総合体育館内
☎32-8027
N34-6030

大
会
派
遣

申
込
期
限

問
い
合
わ
せ

市制施行10周年記念
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